
 
 

                 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月号（第９２号） 

今月の題字は  

北真小２年 小塚
こ づ か

 心
ここ

南
な

さん 

が書きました。 

図書館だより 

図書館に、ひと足早く
春が来た！ 
雪で折れた枝を生けて
みると、かわいい桜が
咲きました。 

 

季節を感じることって 
忙しく暮らす毎日の中ではなかなか・・・ 

そんなとき、図書館によってみてはいかがでしょうか。

図書館は四季の移り変わりや行事の楽しさを、 

身近に感じることができる空間です。 

「絵本セラピー」って何？ 
大人がグループで絵本を読んで語り合う 
「絵本セラピー」。絵本を通して自分を見
つめ、忘れていた本質や感情などを再発見
するワークショップです。 

 市立図書館絵本コーナー 

  リニューアルのお知らせ 

市立図書館 1 階の絵本コーナーは

改修工事のため、ご不便をおかけし

ておりましたが、3 月 1 日（金）

よりお使いいただけるようになり

ます。新しい絵本コーナーにどうぞ

お越しください。 

お知らせ 

市立図書館におにが来た～!! 

 まいった～ 

～豆まきに参加された皆さんへ～ 

記念写真が用意できました。市立図書

館カウンターまでお越しください。 おにはみんなに豆を配ったとさ… 

めでたし、めでたし  鬼と一緒に、ハイ ポーズ！ 

 もう悪いことは 
いたしません。 

ひなまつり おはなしライブ 

読み聞かせやエプロンシアターを楽しみましょ

う。 

日 時 ３月３日（日） 午前１１時～ 

場 所 市立図書館 ２階多目的ホール 

絵本セラピー      
もう一人の自分に出会う 

日 時 ３月９日（土）午後２時～ 

場 所 来夢２１図書館 

講 師 遠藤 芳子さん（絵本セラピスト） 

定 員 ２０名（申込順） 

申込先～来夢 21 図書館 45-2105 

参加無料 



新 着 図 書 
  ● 話題の新作 ●         ● ダ・ダ・ダ・ダイエット！ ● 

ガッツン           伊集院 静 

孤独な放火魔         夏樹 静子 

穢れた手           堂場 瞬一 

ａｂさんご           黒田 夏子 

ニュータウンは黄昏れて    垣谷 美雨 

奥の奥の森の奥に、いる    山田 悠介 

それを愛とまちがえるから   井上 荒野 

崖っぷちの花嫁        赤川 次郎 

冬芽の人           大沢 在昌 

ちょうちんそで        江國 香織 

いちばん長い夜に       乃波 アサ 

輝天 炎上           海堂 尊 

望郷             湊 かなえ 

おもかげ橋            葉室 麟 

糸車            宇江佐 真理 

ハピネス           桐野 夏生 

冬うどん          和田 はつ子 

 

● 楽しく通園＆通学 ● 

すぐ作れる通園通学ＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 

幼稚園のおべんとう 12 か月レシピ 主婦の友社 

 通園・通学バッグの超きほん   水野 佳子 

おうちでできる！女の子のヘアアレンジ 

男の子ママのための 

かっこいい通園＆通学グッズ  石川 ゆみ 

 

食べてやせるスープ      浜田 陽子 

１００円で作れる「糖質オフ」やせるレシピ 

３日間でカラダ美人酵素ファスティング 

浜内式野菜で夜ごはんダイエット 浜内 千波 

眠りダイエット        竹内 由美 

やせる！           勝間 和代 

身長が伸びる、やせる！背伸ばし体操 

清水 真 

食べてやせる７日間ベトナム・ダイエット 

ボー・バン・タン 

世界一きれいになる１７日間ダイエット 

マイケル・モレノ 

知的おやじダイエット３週間実践日誌 

桐山 秀樹 

 

● 他にもいろいろ ● 

みんな大好きさっぽろのパン屋さん 

ちらり見つけたうらさっぽろ 

シルバー川柳 笑いあり、しみじみあり 

阿川佐和子の世界一受けたい授業 

生きる力 心でがんに勝つ なかにし 礼 

ドレスよりハウス       室井 滋 

閉経記          伊藤 比呂美 

細ママは躁うつ病      文月 ふう 

親子テツ          細川 貂々 

名画の謎 中野京子と読み解く 

旧約・新薬聖書篇 

 

          

                  『ぼくを探しに』 

 

 
     シェル・シルヴァスタイン／著  

 倉橋由美子／訳   （講談社） 

— 人生とは「かけら」を探し続ける旅 — 

まんまるだけど、パカッと口が開いたような形の「欠け」がある「ぼく」。 

「ぼく」は欠けているためにスムーズに転がれないのが不満で、自分の「欠け」を埋めてく

れる「かけら」を探し求めていく。その時その時の「ぼく」の表情が何とも言えずユーモラ

スです。続編の「ビッグ・オーとの出会い」もオススメ。こちらでは、なんと主人公になっ

ているのは「かけら」の方です。「かけら」がどんな結論を見つけるか想像できますか？ 

読んでみてこの１冊 



 
 

 

 

 

 

 

★どうぶつえんのおふろやさん 

とよた かずひこ 

★チョコレート屋のねこ 

スー・ステイントン 

★さがして！みつけて！ミニーちゃん 

赤坂 行雄 

★まんげつのこどもたち（こどもプレス） 

軽部 武宏 

★べんべけざばばん 

りとう ようい 

★ごきげんなライオン おくさんにんきものになる 

ルイーズ・ファティオ 

★このフクロウったら！このブタったら！ 

アーノルド・ローベル 

★WASIMO 

宮藤 官九郎 

★おひなさまのいえ 

ねぎし れいこ 

★えんぎもん 

青山 友美 

★ちびころおにぎりはじめてのおかいもの 

おおい じゅんこ 

★へんしんかいじゅう 

あきやま ただし 

★仮面ライダーウィザード 

徳間書店 

★道はみんなのもの 

クルーサ 

★あかちゃんのいちにち 

リチャード・ダンワース 

★ぼくって・・・ 

エマ・ドッド 

 

 

 

 

 

▼とりつかれたバレリーナ（ナツカのおばけ事件簿） 

斉藤 洋 

▼チャーシューの月 

村中 季衣 

▼たったひとり 

乾 ルカ 

▼ミヤマ物語 第３部 偽りの支配者 

あさの あつこ 

▼ジャコのお菓子な学校 

ラッシェル・オスファテール 

▼オズのエメラルドの都（オズの魔法使いシリーズ） 

ライマン・フランク・ポーム 

▼お願い！フェアリー  １～9 

みずの まい 

▼ちいさなおはなしやさんのおはなし 

竹下 文子 

▼中学生の君におくる哲学 

斎藤 慶典 

▼クレイジー・サマー 

リタ・ウィリアムズ=ガルシア 

▼告白 

小林 深雪 

▼いそっぷ童話集 

いそっぷ 

▼びっくりモンスター大図鑑 

久 正人 

▼ほねほねザウルス ９ まぼろし山のほねほねキング 

カバヤ食品株式会社 

▼１００の知識 速さのひみつ 

渡辺 政隆 

▼恋のおまもり（初恋コレクション） 

岡 信子

 



３月の行事

 

●本をまるごと楽しもう 
３月１６日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
 一般向 ３月 2３日（土）午後 2 時～ 

「ミラクルバナナ」 
 

児童向 ３月９日（土）午後２時～ 
    「ピノキオ」 

 

●火曜落語 
 ３月５日（火） 午前１１時～ 
     三遊亭小遊三ＤＶＤより 

     「野ざらし／蛙茶番」 
 

●子ども読書会 
３月２日（土）午前１０時～ 
 

●子どもの本を聴く会 
 ３月２１日（木）午後 1 時３０分～ 
 「酒井駒子の小さな世界」 
 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「介護のミカタ」 

 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 

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 

 

 

 

●本をまるごと楽しもう 
３月１４日（木）午後３時～ 
３月２８日（木）午後３時～ 
 

●図書館シアター 
一般向 ３月１０日（日）午後１時～ 
    「愛の妖精」 
 

児童向 ３月２３日（土）午前１０時３０分～ 

   「かいけつゾロリ ロケット大さくせん」 
 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「それぞれの伝記、その生き方」 

 

 

●本をまるごと楽しもう 
３月５日（火）午前１０時３０分～ 

 ３月１９日（火）午前１０時３０分～ 
 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「花がいっぱい」 

 

 

 

図書館カレンダー      ３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 → ﾎーﾑﾍ゚ ｼー゙https/lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

市 立 図 書 館 来夢 21 図書館 

学 習 交 流 館 


