
図書館だより 
 平成２４年１２月号（第８９号） 

                 

                               今月の題字は 美園小１年  

加藤 愛
あ

夏羽
げ は

さん、凛乃羽
り の は

さん 

が書きました。 

 

図書館で冬を楽しもう！！   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
              いずれも参加無料です。 

mber **December **December ** December ** December ** December ** Decembe

      読んでみてこの一冊 

『だれもしらないバクさんのよる』 まつざわ ありさ／作（絵本塾出版） 

お話の主人公、バクさんはこわいゆめを食べるのがお仕事。 

夜になりみんなが寝静まると、でかける準備をはじめます。 

なので、誰もバクさんを知らないのです。 

うさぎさんやワニさん、みんなに怖がられているヤマネコさん。 

みんなどんなゆめをみているのでしょうか？ 

 

高校生が読む 
「エーリッヒ・ケストナー」 

短編集『クリスマス・インタビュー』から 

出演 岩見沢緑陵高校放送局の生徒 

日時 １２月１５日（土）午前 11 時～ 

ところ 市立図書館 1 階 

ブラウジングコーナー 

来夢まるごと 
ククリリススママスス  

栗沢中吹奏楽部クリスマス・メドレー 

人形劇「３びきのこぶた」・ゲーム 

映画会「こびと観察入門」他 

日時 １２月１５日（土） 

午前 10 時 30 分～午後４時 

冬の夜の図書館は、夢の空間 
大人のための  

ナイト・ライブラリー 
 朗読会とミニコンサートでお楽しみください。 

日時 １２月２１日（金）午後７時～９時 

ところ 市立図書館 

 ※懐中電灯またはペンライトをお持ちください。 

※高校生以下の方は参加できません。 

ねむる前に 

北村学習交流館 
おはなしフェスタ 
おはなしライブ・ブックリサイクル 

（なくなり次第終了します。） 

なつかしい少年マンガ＆少女マンガ展示 

日時 １２月１５日（土） 

午前 10 時～午後５時 30 分 

午後の朗読会 
 ゆったりと朗読をお楽しみ下さい。 

三浦哲郎/著『とんかつ』他２編 

日時 １２月１５日（土）午後２時～ 

ところ 市立図書館 1 階 

ブラウジングコーナー 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ●         ● 家族って・・・ ● 

萩殺人事件          内田 康夫 

汚れちまった道        内田 康夫 

満月ケチャップライス     朱川 湊人 

ソロモンの偽証 第３部    宮部 みゆき 

記念日の客          赤川 次郎 

逃走              薬丸 岳 

この君なくば          葉室 麟 

水のかたち 上・下       宮本 輝 

スリジエセンター1991     海堂 尊 

６４             横山 秀夫 

ある男             木内 昇 

獣眼             大沢 在昌 

ことり            小川 洋子 

短髪の夜（京都市井絵図）  澤田 ふじ子 

母性             湊 かなえ 

月の輪草紙         瀬戸内 寂聴 

ならずものがやってくる ジェニファー・イーガン 

バーニング・ワイヤー ジェフェリー・ディーバー 

 

不機嫌な夫婦       三砂 ちづる 

子育てのリアリティ     高江 幸恵 

パパのトリセツ    おおた としまさ 

60 歳のラブレター感謝    NHK 出版 

女たちのお葬式  葬送を考える市民の会 

家族の悩みにお答えしましょう 信田さよ子 

高野優の思春期ブギ      高野 優 

 

● あなたを応援！！ ● 

考え方のコツ       松浦 弥太郎 

職場の理不尽       石原 壮一郎 

絆ストレス「つながりたい」という病 香山 リカ 

泣いて、病んで、でも笑って 今井 メロ 

もっと自由に働きたい    家入 一真 

年収 150 万円一家森川さんちの 

身の丈海外旅行 in ベトナム 森川 弘子 

シニアを笑わせる４９のネタ 

幸せを呼ぶスマート洗濯   中村 祐一 

    直木賞作家が書いた 本 を読む本 
   稀代の読書家 桜庭 一樹『本のおかわりもう一冊』（東京創元社） 

『桜庭一樹読書日記』シリーズ（東京創元社） 

    本人曰く、「前世は本に棲みつく虫だったかも・・・」 

三浦 しをん 『本屋さんで待ちあわせ』（大和書房） 

       この本を読んで、本を選んだり、    活字と過ごす幸福を綴る 角田 光代 

読んだつもりになったり・・・   『私たちには物語がある』（小学館） 

● 他にもいろいろ ● 

はこだて写真帳        北海道新聞社 

ちょっと早めの老い支度     岸本 葉子 

夜回り先生いじめを断つ      水谷 修 

ラーメンＷalker北海道2013 角川マガジンズ 

WINTER in Hokkaido         高橋 真澄 

願力             長谷川 理恵 

とっさの方言         小路 幸也 

老い方レッスン        渡辺 淳一 

アイヌモシリと平和      越田 清和 

おひとりさま、犬をかう    折原 みと 

スリリングな女たち      田中 弥生 

人生がときめく片付けの魔法２ 近藤 麻理恵 

北海道はじめて物語      千石 涼太郎 



 
 

 

 

 

 

 

★わたしたちうんこ友だち？ 

高橋 秀雄 

★はなかっぱクリスマスのおくりもの 

あきやま ただし 

★アンパンマンとザジズゼゾウ 

やなせ たかし 

★むしたちのサーカス 

得田 之久 

★おべんとうさんいただきます 

堀川  真 

★こないかな、ロバのとしょかん 

モニカ・ブラウン 

★メガネくんのゆめ 

いとう ひろし 

★チャレンジミッケ！９  タイムトラベル 

ウォルター・ウィック 

★あんたがサンタ？こまったササンタの実例集 

佐々木 マキ 

★プリンちゃんとおかあさん 

なかがわ ちひろ 

★どっちがへん？スペシャル 

いわい としお 

★ひみつのたからさがし 

よこみち けいこ 

★せいぎのみかた ワンダーマンの巻 

みやにし たつや 

★クリスマスのあくま 

原 マスミ 

★あかちゃん社長がやってきた 

マーラ・フレイジー 

★おしりたんてい 

トロル 

 

 

 

 

 

▼お面屋たまよし 

石川 宏千花 

▼１００グラムのいのち ペット殺処分から 

太田 京子 

▼雨ふる本屋の雨ふらし 

日向 理恵子 

▼ひみつのマーメイド ３ 海ぞく船の宝もの 

スー・モグレディエン 

▼小さなりゅうとふしぎな木 

長井 るり子 

▼みんなおばけになっちゃうぞ～ 

むらい かよ 

▼あっちの豚こっちの豚 

佐野 洋子 

▼ぼくの嘘 

藤野 恵美 

▼日本と世界を結んだ人 ビジュアル伝記 明治編 

河合 敦 

▼ありがとう３組 

乙武 洋匡 

▼ヨーロッパお菓子物語 

今田 美奈子 

▼だれかさんのかばん 

森山 京 

▼魔女のステキな冬じたく 

あんびる やすこ 

▼捨て犬・未来 命のメッセージ 

今西 乃子 

▼算数の探検 １～３ 

遠山 啓 

▼おめでたこぶた その２ サム、風をつかまえる 

アリソン・アトリー

 



１２月の行事

図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
１２月１５日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
 一般向 １２月 2２日（土）午後 2 時～ 

「忘れえぬ想い」 

 

児童向 １２月８日（土）午後２時～ 

   「キティとダニエルのはじめてのクリスマス」 

 
●火曜落語 
 １２月 4 日（火） 午前１１時～ 

米朝落語全集より「地獄
じ ご く

八景
ばっけい

亡 者 戯
もうじゃのたわむれ

」 

 

●子ども読書会 
１２月１日（土）午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 １２月７日（金）午後 1 時３０分～ 

 「日本の神話」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「ココロの本」 

 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○  ● 

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https://lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

 

●本をまるごと楽しもう 
１２月 13 日（木）午後３時～ 

１２月 27 日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 １２月 9 日（日）午後１時～ 

    「花の誇り」 

 

児童向 １２月２２日（土）午前１０時３０分～ 

   「ハロー・キティのきえたサンタさんの帽子」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「クリスマス」 

 

 

●本をまるごと楽しもう 
１２月４日（火）午前１０時３０分～ 

 １２月１８日（火）午前１０時３０分～ 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「冬ものがたり」 

 

図書館カレンダー      １２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 → 

市 立 図 書 館 来夢 21 図書館 

北村学習交流館 


