
図書館だより 
 平成２４年１１月号（第８８号）

 

  今月の題字は 

第一小２年 上野 小雪さん 

が書きました。 

 

図書館の利用がさらに便利になります！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

使い方などについては 

近くのスタッフに 

気軽におたずねください。 

 

 

**Noveｍber ** Noveｍber ** Noveｍber ** Noveｍber ** Noveｍber ** Noveｍber ** 

市立図書館からお知らせ 
 

 

 

 

日  

ところ １階ブラウジングコーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑陵高校演劇部の 

生徒が、 

芥川龍之介の 

作品を朗読します。 

 

日 時 11 月 10 日（土）午前１１時～ 

ところ １階ブラウジングコーナー 

      全４回シリーズの第 2 回目です。 

講演会 大人も絵本を読もう 
作者が自著『タマゴマンは中学生』を読む 

詩画作家 坂 本 勤 さん 

日 時 11 月 17 日（土）午後２時～ 

ところ 市立図書館２階多目的ホール 

参加料 無料 

タマゴマン先生の 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

高校生が読む 

「芥川龍之介」 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

お持ちの図書館カードのほかに 

大手スーパーや JR などで使う

電子マネーやおサイフケータイ

など、常に携帯するもののうち 

1 点を登録して、図書の貸出に

使えます。 

 たとえば 

○住民基本台帳カード 

○おサイフケータイ 

○電子マネー（エディ、ＷAON、 

nanaco、kitaca など） 

自分でカンタン！！ 

自 動 貸 出 

自分の好きな本を気兼ねな

く、手軽に借りることができ

ます。タッチパネルで操作し

ます。  （市立図書館のみ） 

※これまでどおり、窓口での 

貸出もいたします。 

図書に関するご相談や

お問合せに、ゆとりを

持って対応します。 

 

一人が借りることのできる冊数は、

全館合わせて１０冊までです。 

窓口の混雑が

解消。図書館で

ゆったり過ご

せます。 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

岳飛伝 ２          北方 謙三 

青銭大名            東郷 隆 

海鳥の眠るホテル        乾 録郎 

ソロモンの偽証 第２部 決意 宮部 みゆき 

つむじダブル         小路 幸也 

九州新幹線マイナス１    西村 京太郎 

はぶらし           近藤 史恵 

さようなら、猫        井上 荒野 

はつこひ写楽          鳴海 章 

花見ぬひまの         諸田 玲子 

空より高く           重松 清 

魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？ 東川 篤哉 

アスクレピオスの愛人     林 真理子 

若桜鉄道うぐいす駅      門井 慶喜 

逆浪果つるところ（重蔵始末）  逢坂 剛 

生きるぼくら         原田 マハ 

狼の群と暮した男    ショーン・エリス 

アイリーンといっしょに ﾃﾚﾙ･ﾊﾘｽ･ﾄﾞｩｰｶﾞﾝ 

 

● ニットの季節 ● 

編みやすくいて心地いいニットのふだん着 

週末で編める！太糸で編むアランもようのこもの 

ベニーニットでやさしさいっぱい 

小瀬千枝のニットパターンワールド 500 

少しの毛糸で編めるかわいい花こもの 

おでかけニット vol.3 

 

● アートに出会う ● 

日本のアーティストガイド＆マップ 美術手帖 

アンティークと素敵に暮らす本 主婦と生活社 

ミケランジェロの世界   新人物往来社 

ミュシャ作品集        東京美術 

つなぎ折り鶴       池田 総一郎 

ドビュッシーとの散歩  青柳 いずみこ 

絶対！うまくなるピアノ 100 のコツ 森真奈美 

演劇ほど面白いものはない  蜷川 幸雄 

東山魁夷と旅するドイツ・オーストリア 松本猛 

大好き！文房具！ 役に立って、遊び心があって、プレゼントにも最適！ 

   シンプル、かわいい、高機能・・・ 

   いろいろあって、見ているだけでわくわくします。 

 ○こだわり文房具 （エイムック） 

 ○文具上手 （東京書籍） 

○かわいい文房具 （三才ブックス） 

○にっこりが伝わるふせん習慣の始めかた （メディアファクトリー） 

○いつまでも愛用したいステーショナリーBOOK （実業之日本社） 

 

● 他にもいろいろ ● 

この年齢（とし）だった！    酒井 順子 

日本の医療この人を見よ      海堂 尊 

ためない暮らし         有元 葉子 

北海道温泉大図鑑       北海道新聞社 

“お疲れ女子”お助けレシピ   松村 圭子 

老年になる技術         曽野 綾子 

やっぱり、ただの歌詩じゃねえか、こんなもん 

桑田 佳祐 

国難 政治に幻想はいらない   石破 茂 

うの樫木やせ         神田 うの 

めぐみと私の 35 年     横田 早紀江 

あなたの知らない北海道の歴史 山本 博文 

イケア・無印良品・ニトリの素敵インテリア 



 
 

 

 

 

 

 

★とうだいのくま 

ひるた りょうこ 

★１０２ひきのねずみ 

はせがわ かこ 

★あててえなせんせい 

木戸内 福美 

★ミミちゃんのおたんじょうびケーキ 

かんべ あやこ 

★どんぐりむらのおまわりさん 

なかや みわ 

★べんとうべんたろう 

中川 ひろたか 

★おおあたりぃ～ 

村上 しいこ 

★うんこ日記 

村中 李衣 

★うれしいさんかなしいさん 

まつおか きょうこ 

★ギリギリかめん 

あきやま ただし 

★つるちゃんとクネクネのやまのぼり 

きもと ももこ 

★あるいてます 

みやにし たつや 

★ブラッフィー  

あしの のりこ 

★ポッチとノンノ 

宮田 ともみ 

★ 

 

★ 

 

 

 

 

 

 

▼大統領でたどるアメリカの歴史（岩波・新書） 

明石 和康 

▼ドラえもん科学ワールド光と音の不思議 

藤子・Ｆ・不二雄 

▼どうぶつの本(講談社の年齢で選ぶ知育絵本) 

今泉 忠明 

▼はじめてでもできるかんたんティッシュ工作 

駒宮 洋 

▼リトル・ジーニーときめきプラス 

ミランダ・ジョーンズ 

▼羽生善治の将棋の教科書 

羽生 善治 

▼クイズでひねるだじゃれ川柳 レベル１・２・３ 

高村 忠範 

▼世界のおはなし よみきかせおはなし集ベストチョイス 

西本 鶏介 

▼ぼくたちの骨 

樫崎 茜 

▼新妖界ナビ・ルナ ７ 空と月の幻惑 

池田 美代子 

▼ゆうれい回転ずし本日オープン！ 

佐川 芳枝 

▼死者のさまようトンネル（恐怖の放課後） 

山口 理 

▼かすてら 

杉山 亮 

▼夜の小学校で 

岡田 淳 

▼コリドラス・テイルズ 

 斉藤 洋 

▼まじょ子とあこがれのステキなまじょ 

藤 真知子

 



１１月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
１１月１７日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
 一般向 １１月 24 日（土）午後 2 時～ 

「北極のナヌー」 

 

児童向 １１月１０日（土）午後２時～ 

    「のっぺらぼう／にゃーご」 

 
●火曜落語 
 １１月は休みです。 

 

●子ども読書会 
１１月１０日（土）午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 １１月８日（木）午後 1 時３０分～ 

 「小泉るみ子の世界」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「グリムのおはなし」 

 

 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○● 

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 ｼー゙http://lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

来夢２１図書館 

●本をまるごと楽しもう 
１１月８日（木）午後３時～ 

１１月２２日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 １１月１１日（日）午後１時～ 

    「ロビン・フッドの冒険」 

 

児童向 １１月２４日（土）午前１０時３０分～ 

    「ミッキーの消防士」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「あったかい生活」 

 

北村学習交流館 

 
●本をまるごと楽しもう 

１１月６日（火）午前１０時３０分～ 

 １１月２０日（火）午前１０時３０分～ 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「なごみ空間」 

 

 

図書館カレンダー      １１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 → 


