
図書館だより 
 平成２５年１月号（第９０号） 

                 

                               今月の題字は  

北村小５年 原田 彰
しょう

瑛
えい
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第一小学校図書館は 

   住宅街の小さな図書館です。 

     自分の書斎みたい・・ 

自動貸出機が入って 
大変便利になりました。 

スタッフ手作りの
雑貨や切り紙など
をディスプレイ。 

北村学習交流館は 

ギャラリーのような白い壁がステキです。

カラフルな絵本がより色鮮やかに。 

来夢 21 図書館は

 

 

子どもの本が充実！ 

ファンタジー読み物のコーナーは

大人もわくわくします。 図書館をもっと身近に 

暮らしの中に・・ 

 

ボランティアの方が 
清掃や本を棚に戻す
作業をしています。 

あけましておめでとうございます。 
2013 年もどうぞよろしくお願いいたします。
 今年も図書館をみなさまの暮らしにお役立てください。 

市立図書館の窓から眺める景色は

最高です。時折、リスや野鳥が姿を見せます。 



 

新 着 図 書 
● 話題の新作 ●         ● 冬時間を楽しむ ● 

歓喜の仔 上・下       天童 荒太 

作家ソノミの甘くない生活   群 ようこ 

君想曲            新堂 冬樹 

けさくしゃ            畠中 恵 

路（ルウ）          吉田 修一 

旅猫リポート          有川 浩 

ここはボツコニアン ２   宮部 みゆき 

眩談             京極 夏彦 

神去なあなあ夜話      三浦 しをん 

ライフ・アンド・デス     藤田 宜永 

噂の女            奥田 英朗 

マリアージュ・マリアージュ 金原 ひとみ 

沈黙のひと         小池 真理子 

５５歳からのハローライフ     村上 龍 

残り全部バケーション    伊坂 幸太郎 

春霞ノ乱           佐伯 泰英 

問う者、答える者 上・下 パトリック・ネス 

コブラ 上・下   フレデリック・フォーサイス 

 

麹スウィーツ     タカコ・ナカムラ 

わたしの一花 365 日のバースデーフラワー 

懐かしの北海道鉄道の旅    矢島 睿 

おとぎ話の古書案内      海野 弘 

リコーダー曲集ベスト 102   湯川 徹 

ターシャ・テューダーの手作りギフト 

おとなのための数学アタマの体操１日１問 

眼ヨガ 龍村式ヨガ健康法   龍村 修 

図解４０歳からの視力回復法 中川 和宏 

ゼロからはじめてシャツが作れる本 

今日からはじめるテーブルフォト 

 

● 大河ドラマを見る前に ● 

新島八重ハンサムな女傑の生涯  淡交社 

新島八重と新島襄     楠木 誠一郎 

新島八重その生涯      不破 俊輔 

めぐり逢い 新島八重回想記  鳥越 碧 

新島八重のことがマンガで３時間でわかる本 

 

      初春・初笑い   
   『積載量完全オーバー！？ それ行け！！珍バイク』 

    ベトナムの高度経済成長を支える“働き者”   ハンツ・ケンプ著（グラフィック社） 

のバイクをとらえたロードフォト集。 

工業製品や農産物、ときにはヒトだって山積み！ 

運転するどころか、乗っていることさえ奇跡のような 

その姿にクスリときてしまいます。 

● 他にもいろいろ ● 

ギネス世界記録２０１３    角川マガジンズ 

日本人が知っておくべき竹島・尖閣の真相 小学館 

拉致と決断            蓮池 薫 

札幌とっておきの雑貨屋さん カルチャーランド 

そのノブはひとりの扉          劇団ひとり 

間抜けの構造        ビートたけし 

洋服を９枚に減らしてみた。  青木 光恵 

おじさん図鑑       なかむら るみ  

ズボラ人間の料理術      奥薗 壽子 

ぼおるぺん古事記 １・２  こうの 史代 

熱闘ファイターズ日本シリーズ・CS 特集号 



 
 

 

 

 

 

 

★するするすとーん 

新井 洋行 

★ブーブーブーどこいった 

西村 敏雄 

★ないしょでんしゃ 

薫 くみこ 

★ちょっぴりこわいぞ どっきりかぞえうた 

高木 あきこ 

★スティーブ・ジョブズってどんな人？ 

Nam Kyongwan 

★ふしぎなカメラ 

辻村 ノリアキ 

★ジョニーパーティーへいく 

やまだ うたこ 

★おまつりおばけ 

くろだ かおる 

★いこう！絶滅どうぶつ園 

今泉 忠明 

★ペネロペおねえさんになる 

アン・グッドマン 

★博物館の一日 

いわた 慎二郎 

★としょかんねずみ ２ ひみつのともだち 

ダニエル・カーク 

★ふうとはなときじ 

いわむら かずお 

★ぼく、仮面ライダーになる！ウィザード編 

のぶみ 

★もりのメゾン 

原 優子 

★おやおやおやつなにしてる？ 

織田 道代 

 

 

 

 

 

▼インヘリタンス 果てなき旅 上・下 

クリストファー・パオリーニ 

▼家族の告白 (心にのこる文学) 

下川 香苗 

▼ジュディ・モード、大学にいく！ 

メーガン・マクドナルド 

▼おいしい！スイーツ☆マジック 

寺西 恵里子 

▼世界史図鑑 みんなが知らない歴史の秘密 

ティム・クーク 

▼マルサンカクシカク セザンヌ(DADA) 

DADA 日本版編集部 

▼ドラえもん科学ワールドからだと生命の不思議 

藤子・F・不二雄 

▼ハンドブック原発事故と放射能 

山口 幸夫 

▼こちら妖怪新聞社！５ 妖魔鏡と悪夢の教室 

藤木 凛 

▼緑の本 追ってくる怪談 

緑川 聖司 

▼モンスター一家のモン太くん 

土屋 富士夫 

▼キラメキ★プリンセスの月星座うらない 

絹 華 

▼君に届け １～７ 

椎名 軽穂 

▼少年弁護士セオの事件簿３ 消えた被告人 

ジョン・グリシャム 

▼みんなみんなおばけになっちゃうぞ～ 

むらい かよ 

▼ちいさなりゅうとふしぎな木 

長井 るり子

 



１月の行事

図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
１月１９日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
 一般向 １月 2６日（土）午後 2 時～ 

「ベラミ」（原作/モーパッサン） 

 

児童向 １月１２日（土）午後２時～ 

    おじゃる丸スペシャル 

「銀河がマロを呼んでいる」 

 
●火曜落語 
 １月１５日（火） 午前１１時～ 

三遊亭小遊三「家見舞」 
桂米助「看板の一」 

 

●子ども読書会  １月はお休みです。 

 

●子どもの本を聴く会 １月はお休みです。 

 

●図書のミニ展示 

 テーマ 「Ｅ・
エ

Ｉ
ｲ

・
ｺ ﾞ

ＧＯ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 
１月 1０日（木）午後３時～ 

１月 2４日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 １月１３日（日）午後１時～ 

    「エイジ」（原作/重松清） 

 

児童向 １月２６日（土）午前１０時３０分～ 

    「バンビ」（ディズニー・アニメ） 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「働くって・・・」 

 

 

 

●本をまるごと楽しもう 
 １月１５日（火）午前１０時３０分～ 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「紙が好き」 

 

 

 

 

図書館カレンダー      １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 


