
図書館だより 
平成２４年８月号（第８５号）

 

今月の題字は 

北村小１年 原田 早矢七さん 

が書きました。 

 

長い人生の中で、なんとなく本と遠ざかってしまったとき、 

○           たとえば 育児とか、 仕事が忙しかったり。  ○ 

  ○          眠たくて眠たくて、ベストセラーは読みかけのまま。 

○           ○  そのうち何を読んだらいいか、わからなくなってきて・・ 

         ○         ○ 

そんなとき、再び本を楽しむきっかけに 

雑誌はいかがですか。  ○            ○ 

 ○             ○   ○ 

雑誌は写真をながめたり、ひろい読みしたり、 

ストレッチ運動みたいに、少しの時間でも楽しめます。 

そして、読むことは生活に潤いをあたえてくれます。  ○ 

○○ ７月２１日～８月２０日は雑誌愛読月間  ○○              ○ 

  今年のキャッチフレーズは 

「フツーじゃ見えない世の中があります。」 
  
市立図書館からお知らせ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● 

 こ・と・し・も！ 
●ナイト・ライブラリー 
日時 ８月１１日(土) 午後７時～９時   

 いつもとは違った夜の図書館をお楽しみ下さい。 

 ・子どもおはなし会 

 ・子どもミニシアター 

「トムとジェリー 星空の音楽会」 

 ・大人のための朗読会「銀河鉄道の夜」 

 ・ミニシアター「星の王子さま」 

  

懐中電灯かペンライトをご用意下さい。 

   

今年のテーマは 
「星のファンタジー」 

※ 中学生以下は保護者同伴で 

落語絵本「じゅげむ」でおなじみ 
●川端誠さん 絵本ライブと講演会 

絵本作家 川端誠さんのすてきなお話。 

日時 ８月２６日(日) 

絵本ライブ 午前１１時～ 

講演会「絵本とともに旅をして」 

         午後２時～ 

場所 ２階多目的ホール 

 

好評のため毎月１回に 

●火曜落語 

日時 8 月２1 日(火) 午前１１時～ 

場所 ２階多目的ホール 

演目 米朝落語全集より 

「天狗裁き」「はてなの茶碗」

いずれも参加無料です 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

ひなこまち           畠中 恵 

最果てアーケ－ド       小川 洋子 

残月あそび          村松 友視 

女警察署長 Ｋ・Ｓ・Ｐ    香納 諒一 

千鳥舞う            葉室 燐 

夢より短い旅の果て     柴田 よしき 

ロスジェネの逆襲       池井戸 潤 

月と雷            角田 光代 

カミカゼ           永瀬 隼介 

海賊とよばれた男 上・下   百田 尚樹 

花のさくら通り         荻原 浩 

鉄のあけぼの 上・下      黒木 亮 

岳飛伝 １ 三霊の章     北方 謙三 

悩むが花 大人の人生相談   伊集院 静 

ビブリア古書堂の事件手帖 ３  三上 延 

すみだ川          藤原 緋沙子 

悩む力 続           姜 尚中 

ジョン万次郎 海を渡ったサムライ魂  プロイス 

● 暮らし上手 ● 

「働くパパ」の時間術    栗田 正行 

最強！涼野菜レシピ     幸井 俊高 

台所防災術         坂本 廣子 

雑貨で楽しむフラワーアレンジメント 

暮らしの中にあるおしゃれのスイッチ 

トマトをたくさん食べてきれいになる！ 

街乗り＆通勤バイクカタログ 2012 

台所コスメ 捨てない贅沢２ アズマカナコ 

ＭＵＪＩ＆Ｍｅ いちばん新しい無印良品のこと。 

 

● 最強の趣味とは？ ● 

カメラグッズカタログ 最新版 エイムック 

スピーカーブック ２０１２  音楽出版社 

大人のモダン盆栽      エイ出版社 

自然素材の編みかごづくり 佐々木 麗子 

日経エンタテイメント 韓国時代劇バイブル 

山下マヌーの定番ハワイの遊び方 

 真夏の映画祭り  この夏公開！４作とも市内の図書館にあります。 

『桐島、部活やめるってよ』朝井 リョウ／原作 出演／神木 隆之介 橋本 愛 

学校一の人気者である桐島が部活をやめたことから、 

少しずつ校内の微妙な人間関係に波紋が広がっていく。 

『苦役列車』西村 賢太／原作  出演／森山 未來 前田 敦子 

19 歳の日雇い労働者で、酒におぼれる主人公と 

その友人、主人公があこがれる女性の青春模様．原作は芥川賞受賞作。 

『ぱいかじ南海作戦』椎名 誠／原作  出演／阿部 サダヲ 貫地谷 しほり 

失業と離婚を同時に経験した主人公が、訪れた南の島で繰り広げる 

サバイバル生活。島で出会った仲間たちとの交流を描くコメディー。 

『グスコーブドリの伝記』宮澤 賢治／原作  声／小栗 旬 忽那汐里 

ますむらひろしが登場人物を猫にキャラクター化したアニメーション。 

グスコーブドリは、冷害のせいで両親と妹を一度に亡くしてしまう。 

一人残された彼は火山局で働き始めるが、 

またしても大規模な冷害が発生し・・       あとから読む人も 

読んだことある人も、 どっちも楽しめる！！ 



 
 

 

 

 

 

 

★こんやはなんのぎょうれつ？ 

オームラ トモコ 

★しげるのかあちゃん 

城ノ内 まつ子 

★大接近！妖怪図鑑 

軽部 武宏 

★風来坊 

川端 誠 

★どうぶつしょうぼうたいだいかつやく 

シャロン・レンタ 

★クイクイちゃん 

牧野 夏子 

★１０５にんのすてきなしごと 

カーラ・カスキン 

★おばけのパーティーよ～いドロン！ 

エリザベス・バグリー 

★モリくんのすいかカー 

かんべ あやこ 

★うみのどうぶつとしょかんせん 

菊池 俊 

★ひみつのたからチョコラーテ 

平山 暉彦 

★やまねこせんせいのなつやすみ 

末崎 茂樹 

★おとうさんといっしょ おはなしいっぱい 

工藤 直子 

★おばけのコックさん 

西平 あかね 

★いちにちおばけ 

ふくべ あきひろ 

★ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール 

トーベ・ヤンソン 

 

 

 

 

 

▼ジョイ子とサスケ 初めてのともだち 

さとう まきこ 

▼ドラキュラなんてなりたくない！！ 

藤 真知子 

▼暮らしに生かされている宇宙の技術大研究 

山崎 直子 

▼ルルとララのしらたまデザート 

あんびる やすこ 

▼レガッタ！水をつかむ 

濱野 京子 

▼真夜中の動物園 

ソーニャ・ハートネット 

▼だれも知らない犬たちのおはなし 

エミリー・ロッダ 

▼グッバイマイフレンド 

福田 隆浩 

▼１８月の夏休み ケンタとミノリの冒険日記 

川端 裕人 

▼ペットの幸福度 

新美 景子 

▼おばけはみんなのみかたです。 

むらい かよ 

▼名犬ポニーはマルチーズ １ 

ベル・ムーニー 

▼スパイガール ｅｐｉｓｏｄｅ４ 

アリー・カータ 

▼子どもと楽しむ工作・実験・自由研究レシピ 

曽江 久美 

▼シャインロード 

升井 純子 

▼ヒックとドラゴン ９ 運命の秘剣 

ヒック・ホレンダス・ハドック三世

 
感想文♪ 

書けた？ 



８月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
８月１８日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ８月２５日（土）午後２時～ 

「花の誇り｣ 

 

児童向 ８月１１日（土）午後２時～ 

「ふしぎの国のアリス」 

 

●子ども読書会 
８月はお休みです。 

 

●子どもの本を聴く会 
 ８月はお休みです。 

  
●図書のミニ展示 
 テーマ 「ＮＩＰＰＯＮ」 

 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

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 
８月９日（木） 午後３時～ 

８月２３日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ８月１２日（日）午後１時～ 

    「綾小路きみまろ 

 爆笑！エキサイトライブ２」 

 

児童向 ８月２５日（土）午前１０時３０分～ 

    「ドナルド・ダック」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「おばけ」 

 

 

北村学習交流館 

●本をまるごと楽しもう 
８月７日（火） 午前１０時３０分～ 

８月２１日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「おでかけ曜日」 

 

図書館カレンダー      ８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 → 


