
図書館だより 
平成２４年１０月号（第８７号）

 

今月の題字は 

岩見沢小３年 小西 真歩さん 

が書きました。 

 

10 月 27 日(土)～11 月９日(金)は秋の読書週間です。 

この本、読んでみて！ 

『ハロウィン ドキドキ おばけの日！』 

ますだ ゆうこ／作 たちもと みちこ／絵（文溪堂） 

おばけが大きらいなこわがりの男の子とこわがりおばけが友だちになって、 

意地悪なドラキュラをやっつけるというハロウィンのお話の絵本です。 

お話の他にジャックオーランタンの作り方、ハロウィン料理のレシピ、 

迷信、おまじない等、ハロウィンを楽しく過ごすためのレクチャーがいっぱい！ 

利用者からのおすすめ 『ニーチェ伝』ヨアヒム・ケーラー（青土社） 

１０時間かけても読む価値があります。人はなぜ生きているのかを指し示

してくれます。決して難しい本ではありません。ニーチェの伝記と思って読

んでみましょう。哲学書ですがやさしく読みすすめる本です。 

*Trick or Treat** Trick or Treat ** Trick or Treat ** Trick or Treat ** Trick or Treat ** Trick 

市 立 図 書 館 からお知らせ 

●高校生が読む「茨木のり子」 

緑陵高校放送局の生徒が、 

茨木のり子の詩を朗読します。 

日時 １０月６日(土) 午前１１時～ 

場所 １階ブラウジングコーナー 

来夢２１図書館 からお知らせ 

 すてきな本に出会える 

●ブック・リサイクル 

図書館で使用しなくなった本を、無料で 

さしあげます。ゆずりあってお気に召し 

たした本をお持ち帰り下さい。 

日時 １０月６日(土) 午前１０時～ 

場所 １階スペースプラザ 

※本をいれる袋などを用意してください。 

本がなくなりしだい、終了します。 

（注）転売など他の目的のための多量の本の 

持出しは、固くお断りします。 

休館のおしらせ 
市内の図書館は、10 月 10 日（水）～19 日

（金）は、特別図書整理期間のため休館します。

また、10 月 30 日（火）は図書館システム更新

のため、臨時休館します。この間は図書に関す

るお問合せやリクエスト、電話・ファックスに

よる予約はお受けできません。 

また、10 月 29 日（月）～31 日（水）は図

書館ホームページ及び携帯サイトからの予約が

できません。ご理解とご協力をお願いします。 

  

 

市立図書館は１１月からリニューアルいたし

ます。詳しくは広報いわみざわ１０月号をご覧

ください。 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

虚像の道化師         東野 圭吾 

解              堂場 瞬一 

青葉輝く 上・下       米村 圭伍 

ソロモンの偽証 第 1 部 事件 宮部 みゆき 

微笑む人           貫井 徳郎 

さくら聖・咲く(佐倉聖の事件簿) 畠中 恵 

頼むから、ほっといてくれ    桂 望実 

ナモナキラクエン       小路 幸也 

光圀伝             沖方 丁 

共食い            金沢 伸明 

神様のカルテ ３       夏川 草介 

赤猫異聞           浅田 次郎 

谷中黒猫殺人事件      風野 真知雄 

夏まぐろ          和田 はつ子 

お友だちからお願いします  三浦 しをん 

道警刑事サダの事件簿     菊池 貞幸 

エアヘッド！ 売れっ子モデルになっちゃった 

             メグ・キャボット 

金の成る木     シドニィ・シェルダン

● こんな旅は？ ● 

格安航空券ＬＣＣで行くぶらり格安世界の旅 

ガイドブックにぜったい載らない海外パック 

大江戸歴史事件現場の歩き方 

ロンドン丼 英国暮らしは毎日がドッキリコ 

             玖保 キリコ 

ろばのいる村 フランス里山巡り 西出 真一郎 

旅のうねうね       グレゴリ青山 

こんちき号北極探検記    あべ 弘士 

琉球古道 歴史と神話の島・沖縄 上里 隆史 

● ほかにもいろいろ ● 

北海道歴史ワンダーランド  井上 美香 

恵庭ＯＬ殺人事件      伊東 秀子 

ココロの盗み方教えます→  植木 理恵 

メンタリズム         ＤaiＧo 

のうだま ２        上大岡 トメ 

髪しばり＆美顔マッサージ 松永 みち子 

樫木式カーヴィーメソッド  樫木 裕実 

｢一生、散らからない部屋｣の法則 飯田久恵

  

 食の世界でも大活躍！ニッポンの技術 
『体脂肪計タニタの社員食堂』に始まり、さまざまな企業、 

大学などが監修したレシピ集がたくさん出版されています。 

●キッコーマンしあわせのおいしい食卓  ●北海道日本ハムファイターズの寮ごはん 

●ミツカン社員のお酢レシピ       ●こんぶ茶でつくる玉露園の魔法のレシピ 

●永谷園生姜部のしょうがスイーツ    ●聖路加国際病院の愛情健康レシピ 

●カゴメトマトジュースレシピ      ●おかめちゃんの栄養たっぷり納豆レシピ 

●女子栄養大学の 500kcal 定番ごはん  ●早稲田大学競走部のおいしい寮めし 

『再春館製薬所 ニッポンいちの社員食堂』（主婦の友社） 

  食欲の秋で食べ過ぎてお困りの方、社員食堂のカロリーが計算されたレシピ本はいか

がですか。化粧品「ドモホルンリンクル」メーカー再春館製薬所の健康・美・やる気を

引き出す社食メニューはバランスが良く、普段の食材で簡単に作れそうなものばかり。

ランキングつきの汁物・デザートのレシピもあってサイドメニューも充実。 



 
 

 

 

 

 

 

★こおりのなみだ 

ジャッキー・モリス 

★３びきこりすのケーキやさん 

権田 章江 

★たまねぎちゃんあららら！ 

長野 ヒデ子 

★うどんのうーやん 

岡田 よしたか 

★ケイティのゆかいな水あそび 

ジェイムズ・メイヒュー 

★いーとんの大冒険 

なばた としたか 

★ようかいガマとの おイケにカエる 

よしなが こうたく 

★こわいものがこないわけ 

新井 洋行 

★せかいいっしゅうビッグラリー 

ヨッヘン・シュトゥーアマン 

★はなかっぱそっくりでびっくり 

あきやま ただし 

★ジャックとまめのき イギリス民話より 

いもと ようこ 

★おばけのおうちいりませんか？ 

せき ゆうこ 

★こぎつねトンちゃんきしゃにのる 

二見 正直 

★おばけのマールとまるやまどうぶつえん 

ながい れい 

★はなかっぱをさがせ！わくわくみつけっこえほん 

小学館 

★バナナンばあば 

林 木林 

 

 

 

 

 

▼世界の海賊たち マジック・ツリーハウス探検ガイド 

メアリー・ポープ・オズボーン 

▼世界の言葉で「ありがとう」ってどう言うの？ 

池上 彰 

▼けん玉の技１２３ 

日本けん玉協会 

▼保健室の日曜日 

村上 しいこ 

▼魔女の物語 

ジョゼフ・ディレイニー 

▼パンとバラ ローザとジェイクの物語 

キャサリン・パターソン 

▼みんなわくわく水族館 おさかないっぱい編 

池田 菜津美 

▼ガレキの中にできたカフェ 

西山 むん 

▼タラ・ダンカン ９ 黒い女王 上・下 

ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン 

▼空中トライアングル 

草野 たき 

▼資源の大研究 日本の将来はどうなるの？ 

柴田 明夫 

▼ゴリラは語る （１５歳の寺子屋） 

山極 寿一 

▼一歩一歩天国犬からのメッセージ 

チーム１５１E☆ 

▼リーコとオスカーと幸せなどろぼう石 

アンドレアス・シュタインヘーフェル 

▼七つのわかれ道の秘密  上・下 

 トンケ・ドラフト 

▼しぜんあそび フレーベル館の図鑑ナチュラ 

山下 久美 監修

  



１０月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
１０月２０日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
 一般向け・児童向け 

１０月はお休みです。 

 

●火曜落語 
 １０月２日（火）午前１1 時～ 

 三遊亭小遊三ＤＶＤから 

「船徳」 「宿屋の仇討ち」 

 

●子ども読書会 
１０月 6 日（土）午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 １０月５日（火）午後 1 時３０分～ 

 「秋の夜長にこの本を」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「レンズは語る」 

 

 

 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○● 

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 
１０月２５日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 １０月はお休みです。 

 

児童向 １０月２７日（土）午前１０時３０分～ 

    「こびと観察入門 シボリカワ編」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「食欲の秋」 

 

 

北村学習交流館 

 
●本をまるごと楽しもう 

１０月２日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「雑学王」 

 

 

 

図書館カレンダー      １０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 → 


