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待ち遠しい春がやってきました 
新入学、新学期、新社会人など、それぞれに新しい 

生活が始まります。なにか始めてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

新学期から始めてみませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の題字は 

栗沢小３年 加藤
か と う

 舞子
ま い こ

さんが 

が書きました。 

「子
こ

ども読書会」が 

 はじまります 
 小学生向けに５月～３月の間開かれま

す。学年ごとに分かれて、声を出して読ん

だり感想を話したりし、本を読む力を育て

ます。学校で配布される申込書を学校また

は図書館に提出してください。 

申込書は図書館にも置いてあります。 

  

日時  5/11(土)  6/1(土)  7/6(土) 

    9/7(土)  10/5(土) 11/2(土) 

    12/7(土)  2/1(土) 3/1(土) 

     午前１０時～正午 

会場  市立図書館（℡２２－４２３６） 

図書館だより 

「ブックスタート」で 

読み聞かせボランティアをしてみませんか？ 
「ブックスタート」は、自治体が行う 0 歳児健診などの機会

に絵本などを贈り、赤ちゃんと保護者が絵本をとおして心をふれ

合わせるきっかけを作ります。 

岩見沢市でも 7 月の保健センターでの 8・9 か月児健診から

「ブックスタート」を始めます。会場で親子１組ずつに読み聞か

せをし、絵本を開く楽しさを伝えていただくボランティアを募集

いたします。７月以降、毎月第１木曜日の正午過ぎから約３時間、

10 名程度で分担して活動します。事前に説明会や研修会があり

ます。詳しくは市立図書館（℡22-4236）までお問い合わせく

ださい。 

募集期間 

4 月 2 日～５月１５日 

応募方法 

「ボランティア登録書」

に必要事項を記入し、 

持参してください。用紙

は市立図書館カウンター

にあります。図書館ホー

ムページからも入手でき

ます。 

 

都合のつくときだけ

でもかまいません 

赤ちゃんたち 

とのふれあい♥ 

「どくしょノート」を 

つけてみよう！ 

読んだ本のタイトルと作者をノートに

つけておくと、また読みたいときや、お

もしろかった本を友だちにおしえてあげ

るとき役に立ちます。 

図書館カウンターでさしあげます。 

６種類からえらべます 

20 さつ用    

             ５０さつ用 

           

平成２５年４月号（第９３号） 



                  

 

 

 

 3月3日（日）市立図書館 

「ひなまつりおはなしライブ」 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山田 悠介／著 （文芸社） 

始まりはみんな一つの目的を持って

いて、それを達成するために協力して

いくだけだったのに。その中で親子の

愛や衝撃的なラスト、主人公の知られ

ざる過去など・・・。最後に友だちや

家族との関係を考えたくなるような１

冊です。 

利用者からのおすすめです 

「スイッチを押すとき」 

みんなの図書館 
図書館でのすてきな 

ひとときを紹介します 

ふうせんが 
おはなにへんしん！ 
バルーンアートに 
みんなびっくり！ 
 
「おたすけままーず」 
 の楽しいステージで 
  もりあがりました 

絵本を通して自分の内
面を見つめ直すワークシ
ョップ「絵本セラピー」 
この日はシェル・シルヴ
ァスタインの「大きな木」
五味太郎の「質問絵本」
などを題材に。ポジティ
ブな自分を見つけよう！ 

北村学習交流館 

「ひなまつりぬりえ大会」 

ひとりひとり個性
あふれる色づかいで
図書室を彩ってくれ
ました。参加してくれ
た子どもたちにはお
りがみとシールのプ
レゼントが。 

「どどのろう」 

穂高 順也／作  

こばやしゆかこ／絵（岩崎書店） 

むかしむかしの物語。「どどのろ

う」という不思議などろにんぎょう

を拾ったものは、三つまで願いをか

なえてくれるというのです。これが

悪党の手に渡ってしまい、とんでも

ないことに！はらはらどきどき、最

後はなるほど！ 

読んでみてこの 1 冊 

 

あんぱんまん！ 
ジャムおじさん！ 

チーズ！！ 
手づくりペープサートが

歌って、おどって♪♪ 

新聞紙でつくろう！ 

大きなかぶと 

絵本の読み聞かせもあります。 

参加無料 

イベントのお知らせ 

新聞で折るかぶとづくり 
4月25日（木） 午後3時～    

来夢21図書館 絵本の部屋 

4月28日（日） 午後2時～  

市立図書館2階多目的ホール 

3月9日（土）来夢21図書館 

「絵本セラピー もう一人の自分に出会う」 



 

 

図書館シアター 

４月２７日（土）午後2時～ 

「カサブランカ」    （一般向け102分） 
出演 ハンフリー・ボガード 

イングリット・バーグマン 

戦火のパリで別れた二人が

カサブランカの町で偶然再

会する。数々の名台詞が散り

ばめられた永遠のロマンス。 

1942年アメリカ映画 

 

４月１３日（土）午後２時～ 

「トムとジェリー」  （児童向け 60分） 
    ねこのトムとねずみのジェ

リーが今日も仲良くケンカ

中？！「ジェリー街へ行く」

ほか楽しいお話が８つ。 

 

 

 

 

 
火曜落語 
４月２日（火） 午前１１時～ 
ＤＶＤ米朝落語全集より 

「らくだ」「京の茶漬」 

   

本をまるごと楽しもう 
４月２０日（土） 午前１０時３０分～ 

 

子ども読書会    
４月はお休みです。   

             

子どもの本を聴く会 
４月２３日（火）午後１時３０分～ 

 「八島太郎の世界」 

 

図書のミニ展示 
 テーマ 「岩見沢市70年のあゆみ」 

 

 

図書館シアター 

４月１４日（日）午後１時～ 

「忘れえぬ想い」     （一般向け108 分） 
シウワイは婚約者マンを

事故で亡くす。マンの連れ子

ロロを育てるため、ミニバス

の運転手になる決意をする

が、慣れない運転と客あしら

いで稼げるはずもなく…。

2006年香港映画 

 

４月２７日（土）午前１０時３０分～ 

 「おまえうまそうだな」  （児童向け89分） 
  原作 みやにし たつや 

肉食恐竜のティラノサウル

スは、落ちていた卵を見つけ

る。生まれたばかりの草食恐

竜アンキロサウルスの赤ち

ゃんはティラノをお父さん

だと思い込み… 

 

本をまるごと楽しもう 
４月１１日（木）午後３時～ 

４月２５日（木）午後３時～ 

 
図書のミニ展示 
 テーマ「そろそろ庭いじり」 

図書館シアター 

４月２０日（土）午後２時～ 

「地下鉄(ﾒﾄﾛ)に乗って」 （一般向け122分） 
原作 浅田 次郎 

出演 堤 真一・岡本 綾 

駅の階段を上がるとそこは昭和３９年の東京だ

った・・時空を超えた旅で明かされる驚くべき秘

密とは・・。2006年日本映画 

 

４月２０日（土）午前１１時～ 

 「こびと観察入門」シボリカワホトケアラシ編 
（児童向け 35分） 

なぜか子どもたちをひきつける不思議な生き物 

出演 シボリオオチチ、オオヒレカワコビト、 

ホトケアカバネ、アラシクロバネ！？！？ 

 
 
 
 
 
 
本をまるごと楽しもう 
４月２日（火）午前１０時３０分～ 

 ４月１６日（火）午前１０時３０分～ 

 
図書のミニ展示 
 テーマ 「きもの」

来夢 21 図書館 北村学習交流館 

市 立 図 書 館 
４月の行事 

北村支所ロビーの50インチ 

ハイビジョン画面でDVDを楽しむ 

「図書館シアターみ・らい」 

4月から第3土曜日になりました。 

１ページの「子ども読書

会がはじまります」を 

お読みください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

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 

図書館カレンダー    ４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     

   の日は休館です。第一小図書館は日曜日も休館です。 

 
 
 

え ほ ん 

うどんのうーやん          岡田 よしたか 

マルマくんかえるになる       片山 令子 

つなみてんでんこ はしれ、上へ！  指田 和 

ふかいあな             キャンデス・フレミング 

もう、おおきいからなかないよ    ケイト・クライス 

め牛のママ・ムー          ユイヤ・ヴィースランデル 

きかんしゃトーマスディーゼル１０の逆襲     ウォルバート・オードリー 

ともだちをさがそう、ムーミントロール          トーベ・ヤンソン 

あたらしい本 

読み物（小学生向け） 

怪談図書館ガイドブック ２ 

ガチャガチャ☆ＧＯＴＣＨＡ   宮下 恵茉 

ルルとララのにこにこクリーム  あんびるやすこ 

澤穂希 オリンピックのアスリートたち 

おいしゃさんはおばけだって！？  むらい かよ 

読み物（高学年・中学生向け） 

モーツァルト毒殺！？    楠木 誠一郎 

モッキンバード    キャスリン・アースキン 

ワンダ＊ラ １．２  トニー・ディテルリッジ 

パンプキンロード      森島 いずみ 

天山の巫女ソニン 江南外伝海竜の子 菅野 雪虫 

話題の新作 

一路 上・下          浅田 次郎 

ホテル・メランコリア     篠田 真由美 

桜ほうさら          宮部 みゆき 

蘭陵王の恋 新御宿かわせみ   平岩 弓枝 

ガソリン生活         伊坂 幸太郎 

憤死              綿矢 りさ 

ビブリア古書堂の事件手帖４    三上 延 

夢を売る男           百田 尚樹 

ペコロスの母に会いに行く    岡野 雄一 

正義のセ １         阿川 佐和子 

一 般 向 け 
他にもいろいろ 

使い切る。           有元 葉子 

ブルドッグソースレシピ帖 ブルちゃん愛好会 

ぐうたら旅日記 恐山・知床を行く 北大路 公子 

子育てハッピーアドバイス  大好きがつたわる 3 

ふたりの山スタイル       エイ出版社 

ビートたけしの幸せ三面記事新聞 

病気が治る鼻うがい健康法     堀田 修 

長生きしたけりゃ肉は食べるな  若杉 友子 

味な映画の散歩道       池波 正太郎 

覚悟              栗山 英樹 

ﾎーﾑﾍ゚ ｼー゙https/lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

携帯サイトはこちらから → 

児 童 向 け 

まだまだたくさん！ 

図書館の利用者端末機

や新着図書リスト 

ホームページでも 

ご覧いただけます。 


