
図書館だより 
平成２４年７月号（第８４号）

 

今月の題字は 

南小２年 石倉 亘さん 

が書きました。 

 

小学生のすてきなひとこと  ○  ○  ●  ○ 

その１ ｢おれ、大人になったら図書館やさんになる。｣ 

その２ ｢ねえっ、どうして小学生は図書館で 

働いちゃいけないのっ？｣ 
 

とてもうれしいです。 

いつか、いっしょにお仕事したいです。 

●  ●  ●  ○  ○  ●  ○  ●  ●  ○  ●  ○  ●  ○  ○   

図書館の仕事はいろいろあります。 
こんな仕事も・・・。 

夏の朝、暑くなる前に７時ころから 

雑草を刈る。草は本当によく伸びる。 

ワゴン車で市内の図書館に本を運ぶ。 

なんと毎日６５キロ。 

 

公共料金や書籍代などの支払いをする。 

机の上には請求書の山。ああ・・・ 

小学生のみなさん、たくさん勉強して、 

自分にあった仕事にめぐりあえますように。  私たちもがんばります。 

 

**Book Café ** Book Café**Book Café ** Book Café**Book**Book Café ** Book Café** Book

ブブッッククカカフフェェのお知らせ 

と き ７月１５日（日） 

    午前１１時～午後３時 

会 場 まちｃａｆｅＡＲＴＥ 

（４西３ であえーる１階） 

 街中で開かれるイベント「うらないビュッフェ」

に、ブックカフェが参加。絵本やおはなし、料理、

手芸などすてきな本をたくさんお持ちします。 

たのしい読み聞かせもあるよ！ 

ママはうらないでどきどき・・ 
（こちらは料金がかかります。） 

 

 

 

図書館カードの作成や本の貸出もできます。 

しんけんでした。ホントに 

働きたかったようです。 

ぼそっと、 

つぶやきぎみ

参加無料 

くわしくは 

市立図書館へ 

２２-４２３６ 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

あなたが愛した記憶      誉田 哲也 

クローバー・レイン       大崎 梢 

ダンス・ウイズ・ドラゴン   村山 由佳 

実験的経験           森 博嗣 

夜をぶっとばせ        井上 荒野 

衆              堂場 瞬一 

痛み             貫井 徳郎 

信長死すべし         山本 兼一 

とうへんぼくで、ばかったれ 朝倉 かすみ 

しあわせなミステリー   伊坂 幸太郎他 

漏洩（素行調査官）      笹本 稜平 

美女の七光り         林 真理子 

七夜物語 上・下       川上 弘美 

光              道尾 秀介 

すみれ            青山 七恵 

日窓              坂岡 真 

恋は愚かと         風野 真知雄 

ワールズ・エンド  マーク・チャドボーン 

心のナイフ 上・下   パトリック・ネス 

 

● 日本のこれから ● 

大阪維新で日本は変わる！？ 福岡 政行 

帝国の時代をどう生きるか   佐藤 優 

環境省の大罪        杉本 裕明 

分散型エネルギー入門    伊藤 義康 

原発は不良債権である     金子 勝 

農は甦る 常識を覆す現場から 吉田 忠則 

この国で起きている本当のこと 辛坊 治郎 

沖縄返還の代償 「ＮＨＫｽﾍﾟｼｬﾙ」取材班 

報道されない沖縄      宮本 雅史 

<日本人>           橘  玲 

● 行ったつもり海外 ● 

カーサの猫村さん旅の日記 ほし よりこ 

天空列車 青海チベット鉄道の旅 長岡 洋幸 

ヴェネツィア物語      塩野 七生 

いつか絶対見に行きたい世界の夜景 

ｋ.m.p のモロッコぐるぐる。 ｋ．ｍ．ｐ 

世界遺産ガイド ロシア編  古田 陽久 

写真家たちの世界遺産     水越 武 

 

   話題の塩麹は「食べる発酵」。 そして「使う発酵」が登場！ 

『えひめＡＩの作り方・使い方 田畑でも台所でも大活躍』（農文協） 

身近な食品だけで作れるえひめＡＩの材料は納豆・ヨーグルト・ 

ドライイースト・水・砂糖。消臭、ぬめり取りの他に、作物の生育 

を促し、花の色がきれいになります。堆肥づくりにもおすすめです。 

 

 
● 他にもいろいろ ● 

生き延びるための地震学入門  上大岡 トメ 

５０とよばれたトキ       小林 智美 

これを食べれば医者はいらない  若杉 友子

おしゃれさんのすっきりクローゼット 学研 

ぎん言         ぎんさんの娘４姉妹 

いつもの野菜８種でつくる毎日のおかず 

毒婦。木嶋佳苗 100 日裁判傍聴記 北原みのり 

娘の味（残るは食欲）      阿川 佐和子 

オープンガーデン オブ 北海道 ブレインズ 

コミックふるさと北海道     安彦 良和 

十津川警部とたどる時刻表の旅 西村 京太郎 

ももこのまんねん日記 2012 さくら ももこ 



 
 

 

 

 

 

 

★おうさまのおひっこし 

牡丹 靖佳 

★アルフィーのいえで 

ケメス・Ｍ・カドウ 

★ミュージック・ツリー 

アンドレッダ・ダーハン 

★まほうのカメラ 

木曽 秀夫 

★うそついちゃったねずみくん 

なかえ よしを 

★アリのおでかけ 

西村 敏雄 

★ぴたっとヤモちゃん 

石井 聖岳 

★げんききゅうしょくいただきます。 

つちだ よしはる 

★ローザ 

ニッキ・ジョヴァンニ 

★いつもぶうたれネコ 

きむら ゆういち 

★ライオンとねずみ イソップものがたり 

イソップ 

★みたいみたいみてみたい 

いしばし ひろやす 

★悪い本 （怪談えほん） 

宮部 みゆき 

★こぐまのはっぱ 

ほんま まゆみ 

★おじいちゃんちのたうえ 

さこ ももみ 

★いとしのロベルタ 

佐々木 マキ 

 

 

 

 

 

▼ハンバーガーはキケンなにおい！？ 

岡田 貴久子 

▼ミラクルたのしい！ハッピーお仕事ずかん 

ドリームワーク調査会 

▼こわい！闇玉 こわくて不思議な16の闇の世界 

石崎洋司×令丈ヒロ子 

▼ペンギンがっしょうだん 

斉藤 洋 

▼おばけやさん ２ 

おかべ りか 

▼妖怪伝説大百科 ビジュアル版 上巻・下巻 

常光 徹 

▼知ってる？正倉院 カラーでわかるガイドブック 

奈良国立博物館 

▼バカなおとなにならない脳 

養老 孟司 

▼ぼくらのミステリータウン ５ 

ロン・ロイ 

▼水木しげる鬼太郎の天国と地獄 

水木 しげる 

▼プーカと最後の大王（ハイ・キング） 

ケイト・トンプソン 

▼カタカナダイボウケン 

宮下 すずか 

▼子どものためのノートのコツ １～３ 

大門 久美子 

▼心霊スポットへようこそ １～５ 

山口 理 

▼おっちゃん、なんで外で寝なあかんの？ 

生田 武志 

▼ドレスを着た男子 

デイヴィッド・ウォリアムズ

 

 

貸出期間 

1 週間！ 



７月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
７月２１日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ７月２８日（土）午後２時～ 

「ミュージカル 李香蘭｣ 

 

児童向 ７月１４日（土） 午後２時～ 

「こびと観察入門 モモジリ編」 

 

●子ども読書会 
７月７日（土） 午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 ７月２４日（火）午後 1 時３０分～ 

 「あべ弘士の世界を見る」 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「スポ魂！」 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

市立図書館 

春日町２丁目        TEL ２２－４２３６ 

              FAX ２４－７５８０ 

火～金曜日 10:00～19:00 

            土・日曜日 10:00～17:30 

第一小学校図書館 

緑町３丁目         TEL ２２－０４０１ 

        FAX ２２－０４１７ 

           火～土曜日 11:30～17:00 

北村学習交流館 

北村赤川５９３    TEL・FAX  ５６－２５５３ 

             火～金曜日 10:00～18:00 

            土・日曜日 10:00～17:30 

来夢２１図書館 

栗沢町南本町４１      TEL ４５－２１０５ 

         FAX ４５－２１５８ 

火～金曜日 10:00～18:00 

            土・日曜日 10:00～17:30 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

来夢２１図書館 

●本をまるごと楽しもう 
７月１２日（木）午後３時～ 

７月２６日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ７月８日（日）午後１時～ 

    「チャーミング・ガール」 

 

児童向 ７月２８日（土）午前１０時３０分～ 

   「かいけつゾロリ 王女さまききいっぱつ」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「東山魁夷の世界」 

 

北村学習交流館 

 
●本をまるごと楽しもう 

７月３日（火）午前１０時３０分～ 

７月１７日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「ナチュラルな暮らし」 

 

図書館カレンダー      ７月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

  の日は休館日です。  

第一小学校図書館は日曜日も休館します。 

 

携帯サイトはこちらから → 

 


