
書斎で 

トイレで 

  通勤電車で 

ベッドで 

 

 

図書館だより 
平成２４年９月号（第８６号）

 

今月の題字は 

北村小１年 松崎 芽生さん 

が書きました。 

 

 本を読むスタイルは、さまざま。  
   朝の読書、 週末読書  ■ 

■  うち読、 アウトドア読書  ■ 

朗読、速読、一気読み、まわし読み             ■ 

一緒読み、 ひとり読み                      ■ 

ひろい読み、 読みきかせ                    ■ 

ソファでゆったり、 立ち読み 

  ■      ■  ■ 
笑って、号泣して、  ■ 

 あなたのスタイルでどうぞ。 ■ 
 

 市立図書館からお知らせ  ○  ●  ○  ●  ○  ●  ○  ●  ○  ●  

☆ 絵本ミュージカル と 
      ブックカフェ ☆ 
日時 ９月１５日（土） 

   午前１１時～午後３時 

場所 であえーる 3 階ホール（４西３） 

 街中で開かれるイベント「絵本ミュージ

カル」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。図書館カードの作成や

本の貸出もできます。 

 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。  

 
 

 

 

 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。  

ことしも 

☆ ブック・リサイクル ☆ 
日時 ９月 22 日（祝） 午前 10 時～正午 

場所 市立図書館２階多目的ホール 

図書館で使用しなくなった本や雑誌を無

料でさしあげます。 

本を入れる袋を用意してください。 

 おたのしみ 
☆ 図書館フェスティバル ☆ 
日時 ９月２９日（土） 

午前１０時～午後５時３０分 

場所 市立図書館 

お話の会、図書館クイズ、子ども映画会

など楽しいもよおしがいっぱい。 

 

 
いずれも参加無料です 

くわしくは市立図書館へ ２２-４２３６ 

自分の 時時時間間間を

プロデュース

する、読読読書書書 

 

絵本ミュージカル 

午前１１時 ・ 午後２時（２回公演） 

ジャンボな絵本とジャンボな紙しばいに、 

ステキな音楽！わくわく！どきどき！ 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

風のダンデライオン      川端 裕人 

ラスト・コード        堂場 瞬一 

十津川直子の事件簿     西村 京太郎 

秘密は日記に隠すもの    永井 するみ 

修羅の宴            楡 周平 

キシャツー          小路 幸也 

確証              今野 敏 

ケルベロスの肖像        海堂 尊 

鴉浄土（公事宿事件書留帳） 澤田 ふじ子 

白ゆき姫殺人事件       湊 かなえ 

南十字星の誓い        森村 誠一 

ひらいて           綿谷 りさ 

もらい泣き           沖方 丁 

回廊封鎖           佐々木 譲 

サラダ好きのライオン     村上 春樹 

パブロフの人          ダンカン 

少年は残酷な弓を射る 上・下 シュライヴァー 

桃栗三年美女三十年      林 真理子 

探偵法間ごますり事件簿     東 直己 

 

● キレイに秋を ● 

ビジュアル版ねこ背は治る！ 小池 義孝 

女の子版ねこ背を治す本   小池 義孝 

ダイエット薬膳       杏仁 美友 

Dr.南雲式永遠の美バイブル  南雲 吉則 

ちゃんとキレイにやせたくて。細川 貂々 

乙女のべっぴんルール    塩尻 朋子 

佐伯チズの美顔塾。   マガジンハウス 

読んだらヤセる本      山田 豊文 

秋竹朋子の声トレ！     秋竹 朋子 

暮らし上手の発酵食     エイムック 

ナットウーマン。     園山 真希絵 

夫をやせさせる本      入江 久絵 

大草直子のＳtyling Book  大草 直子 

ホルモンリズムを味方にする本 日経ヘルス 

樫木裕実カーヴィーダンスで楽やせ！ 

体が硬い人のためのストレッチ 荒川 裕志 

顔・首のたるみをとる頭蓋筋ストレッチ 

100 歳まできれいでいられる基礎知識 101 

 

この本、読んでみて！『ＣＹＣＬＥ ＳＴＹＬＥ サイクルスタイル』 

ミカエル･クービン・アンデルセン／著 (グラフィック社) 

 うだる暑さもやわらぐ秋、自転車でのおでかけにぴったりの季節です。 

ちょっぴりオシャレをしてサイクリングをしませんか？風になびく 

トレンチコート、真っ赤なブーツ、ヘルメットのかわりに中折れ帽。 

日本ではなかなか見られない自転車も盛りだくさん！ 

世界中の“おしゃれサイクリスト”たちをとらえたスナップ集です。 
 
● 他にもいろいろ ● 

私のインタヴュー        高峰 秀子 

復活不倫            亀山 早苗 

お灸のすすめ         お灸普及の会 

文豪たちの釣旅          大岡 玲 

ベスト・エッセイ 2012   日本文藝家協会 

カゴメトマトジュースレシピ    カゴメ㈱ 

山・音・色     ＫＩＫＩ／野川 かさね 

生きていく力。            小雪 

人生の教科書         なかにし 礼 

｢はやぶさ｣式思考法      川口 淳一郎 

評伝ナンシー関         横田 増生 

ちあきなおみに会いたい。    石田 伸也 



 
 

 

 

 

 

 

★ゆうれいとどろぼう 

くろだ かおる 

★ふたごのしろくま くるくるぱっちんのまき 

あべ 弘士 

★はやくおおきくなりたいな 

サトシン 

★やまのおみやげ 

原田 泰治 

★小さいりょうしさん 

マーガレット・ワイズ・ブラウン 

★かあさんふくろう 

イーディス・サッチャー・ハード 

★ぶりっぺ・すかっぺ おならのえほん 

村上 八千世 

★じぶんの木 

最上 一平 

★妖怪温泉 

広瀬 克也 

★いっしょならもっといい 

ルイス・スロボドキン 

★ひとりぼっちのかえる 

興安 

★ロージーのモンスターたいじ 

フィリップ・ヴェヒター 

★かぶとん 

みうら し～まる 

★れいぞうこにマンモス！？ 

ミカエル・エスコフィエ 

★ぼくのしっぽはどれ？ 

ミスター 

★ツボミちゃんとモムくん 

ももせ よしゆき 

 

 

 

 

 

▼大地のランナー 自由へのマラソン 

ジェイムズ・リオーダン 

▼わたしはみんなに好かれてる 

令丈 ヒロ子 

▼いちねんせいがうたいます！ 

北川 チハル 

▼家を出る日のために 

辰巳 渚 

▼バク夢姫のご学友 

柏葉 幸子 

▼くまざわくんがもらったちず 

きたやま ようこ 

▼ファオランの冒険 １ 王となるべき子の誕生 

キャスリン・ラスキー 

▼アッチとドララちゃんのカレーライス 

角野 栄子 

▼放射線の大研究 見えない危険なエネルギー 

原子力教育を考える会 

▼ターシャ・テューダー  

ノセ クニコ 

▼おおかみこどもの雨と雪 角川アニメ絵本 

細田 守 

▼かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 

原 ゆたか 

▼アーヤと魔女 

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 

▼ぼくらのミステリータウン ６  

ロン・ロイ 

▼フラガールと犬のチョコ 

 東日本大震災で被災した犬の物語り  祓川 学 

▼あまやどり 

市川 宣子

 

 



９月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
９月１５日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ９月はお休みです。 

 

児童向 ９月８日（土） 午後２時～ 

「忍たま乱太郎  

  忍術学園全員出動！の段」 

 

●火曜落語 
9 月 4 日（火） 午前１１時～ 

 枝雀落語大全より「愛宕山」「貧乏神」 

 

●子ども読書会 
９月１日（土） 午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 ９月１１日（火）午後 1 時３０分～ 

 「ヤブさんの動物画」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「子育て応援！」 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 

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 
９月１３日（木）午後３時～ 

９月２７日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ９月９日（日）午後１時～ 

    「リトル・プリンセス」 

 

児童向 ９月はお休みです。 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「笑いは力」 

 

 

北村学習交流館 

●本をまるごと楽しもう 
９月４日（火）午前１０時３０分～ 

９月１８日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「防災ファミリー」 

 

 

図書館カレンダー       ９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       

  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 → 


