2016 年 １２ 月

平成28年12月1日

No.27３
北見市立中央図書館
TEL

『手紙のある暮らし心豊かな。

0157-23-2074

（貸出・返却カウンター）

－送る手紙、届く気持ち。（別冊美しい部屋）』

FAX

0157-23-9693

主婦と生活社/刊 2005
5人の女性の、手紙が身近にある暮らしが写真つきで紹介されて
います。
きれいな紙のカードやイラストを使い、個性的でこだわりを持
ち、相手に気持ちが伝わるように様々な工夫がされています。
人それぞれの「手紙」への向き合い方。何を書こう？どんな手紙
にしよう？相手のことを想う時間も大切ですね。
布や段ボール、きれいな包装紙を利用するなど、形にとらわれな
い自由な発想の手紙も面白いです。新鮮なアイデア、新しい発見に
出会えることでしょう。
こんな手紙をもらったらうれしいだろうな、あの人は喜んでくれ
るかな？
普段はなかなか言葉にできない気持ち…たまにはゆっくり、手書きで想いを伝えてみません
か。
北見市立中央図書館開館１周年記念行事

「先人に学ぶ働くを粋にする生き方」

作家

童門冬二

講演会

耳で味わう名作文学

朗読作品 円地文子「白梅の女」

平成28年12月22日(木)

平成28年12月23日(金)

開場 14時30分 開演 15時～16時30分

開演 14時～15時30分

定員 150人（※要整理券、入場無料）

定員 80人（※入場無料）

朗読

整理券配布場所(12/10～)
中央図書館・分館分室・三地区館
会場 市立中央図書館 多目的視聴覚室

音楽

熊谷百合子

池野本優子（キーボード）

会場 市立中央図書館 多目的視聴覚室

より
だ
室
分
・
分館
東分館

春光町6丁目1-22 電話:61-7147

分館・分室のおすすめ本を紹介します。！

緑地区分館

「ぼくのにゃんた」

「結婚さえできればいいと思っていたけど」
水谷さるころ/著 幻冬舎/刊
30歳までに結婚したいと思い続け、駆け込み三十路婚をし
てみたけれど、結婚生活は想像し
ていたような素敵ライフには程遠く3
年半で離婚。反省を繰り返した後、
子どもがいるバツ一男性との事実
婚。自分なりの幸せに至るまでの女
の10年を実体験をまじえて「結婚と
は何か?」を赤裸々に描いた実録漫
画です。 「やっぱり妥協しないと結
婚できないのかな…」と迷走する女
子、ぜひ読んでみてください。

上ところ分室

上ところ682番地1 電話:38-2644

「京都に行く前に知っておくと得する50の知識」
柏井壽/著 ワニブックス/刊

双葉町1丁目2-2 電話:36-4841

鈴木康広/著 ブロンズ新社/刊
絵のタッチがとてもシンプルで、ゆるゆるなお話なので
大人も子どもも楽しめます。クスっと笑える、ほんわか癒し
絵本です。この絵本は、ねこの
にゃんたとその飼い主さんであ
る男の子のお話。絵本の中で
はにゃんたの飼い主の男の子
が、にゃんたの変身ぶりをたく
さん紹介してくれます。にゃん
たが何に変身するのかは読ん
でからのお楽しみ！
ぜひ作者の初の絵本作品を
チェックしてみてはいかがで
しょうか。

相内分室

相内町109番地3 電話:35-3066

「でてくるでてくる」
岩田明子/著 ひかりのくに/刊

京都は旅に出る前に迷い、着いてからも迷い、そして帰っ
てからも迷う街。何に迷うかという
と、どこに泊まれば良いのか、何
を 見 る べ き か、い つ 行 く べ き か
等々。迷う事が沢山あるのは、選
択肢が多いから。それほど京都
は幅広く、奥深く、愉しみがぎっし
りと詰まっている街。

公園にある砂場やブランコ・すべり台・ジャングルジムか
ら、たこやうみがめなどい
ろいろな動物がにゅるるー
ん・ぐにゅぐにゅと出てきま
す。迫力満点の絵本です。
こんなでてくるでてくる公園
があったらのぞいてみたい
ですね。

京都への旅を予定している方に
是非プラン作りの参考にしていた
だきたい、生粋の京都人が教える
得する知識のガイドブックです。

夜の公園を不気味に楽しく
描いています。読んでみて
下さい。

中央図書館 １２月の行事
東相内分室

東相内町288番地15 電話:36-4286

「写真家と行く世界の絶景」
谷角靖/著 青菁社/刊
世界中を飛び回る写真家が選びす
ぐった、絶景５８ヵ所を、誰でもがスマ
ホや、どんなカメラであっても綺麗に写
真がとれるようにアドバイスしてくれる
本です。季節や時間帯、太陽の向きな
どもかんがえなくてはなりません。
この本を、参考にして美しい景色の撮
影に挑戦してみては、いかがでしょう
か。

○ ク リ ス マ ス お 楽 し み 会（多 目 的 視 聴 覚 室）
読み聞かせサークル「北見お話の会」による、絵
本等読み聞かせ。（大型紙芝居、人形劇、他）
とき：１２月４日（日）１３：３０～
○こども向け上映会（会場：多目的視聴覚室）
とき：１２月１０日（土）１１：００～
作品：「すっぽんぽんのすけ」他
とき：１２月２４日（土）１１：００～
作品：「フランダースの犬」他

１１月に入った新しい本
■中央図書館

■東分館
「人生はあるあるである」（レイザーラモンRG）

「プロレス入門」（斉藤文彦）

「長く使えるずっと愛せる「無印良品」探し」

「全裸監督」（本橋信宏）

（ｍｕｊｉｋｋｏ）

「正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方」
（就活フォーラム21）
「だれのおとしもの？」（種村有希子）

「「留守番めし」の作りおき」（牧野直子）
「まもりたい、この小さな命」（高橋うらら）
「仮面ライダーエグゼイド ｱｲﾑｱｶﾒﾝﾗｲﾀﾞｰ！」
（講談社）

「おしりだよ」（西村敏雄、乾栄里子）

■留辺蘂図書館

■緑地区分館
「日本の助数詞に親しむ 数える言葉の奥深さ」
（飯田朝子）

「ふせんの技１００」（舘神龍彦）
「賞味期限のウソ」（井出留美）

「悪の華 将軍の猫」（和久田正明）

「怪談オウマガドキ学園19・20」（常光徹）

「賢女の極意 人生がきっと変わる!126の言葉」

「慈雨」（柚月裕子）

（林真理子）

「壁の男」（貫井徳郎）

「きみの声を聞かせて」（小手鞠るい）
「たまちゃんとあかちゃん」（どいかや）

■東相内分室
「笑われたくない！」（手嶋ひろ美）
「小説名探偵コナン４」（青山剛昌、浜崎達也）

■相内分室

「ミカグラ学園組曲８」（Last Note．）

「365日のサラダ おいしい！野菜のレシピ帳」
（金丸絵里加）

「昆虫超最驚図鑑」（岡村茂）
「反逆の勇者と道具袋１１」（大沢雅紀）

「ひきこもる子ども・若者の思いと支援」
（春日井敏之、櫻谷眞理子ほか）
「おうちで作る介護食クッキング入門」
（齊藤郁子）

■上ところ分室
「マリー・アントワネットの嘘」（惣領冬実）

「トイレのてんしちゃん」（おかべりか）

「僕の、生きる道」（花園直道）

「プリンセスのキラキラまちがいさがし」

「優しい嘘」（今井絵美子）

（姫木ゆい）

「きつねのがっこう」（いもとようこ）
「すっぽんぽんのはだかんぼう」（植垣歩子）

■端野図書館
「恋のゴンドラ」（東野圭吾）
「グリズリー アラスカの王者」（星野道夫）
「ヨーレのクマー」（宮部みゆき、佐竹美保）
「あかりをつけたら？」（かしわらあきお）
「おおゆきくまちゃん」
（ｼｬｰﾘｰ･ﾊﾟﾚﾝﾄｰ、ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ･ｳｫｰｶｰ）

■常呂図書館
「火竜の山」（樋口明雄）
「シャルロットの憂鬱」（近藤史恵）
「好きなひとができました」（加藤元）
「うめちゃんとたらこちゃん」（もとしたいづみ）
「ハリー・ポッターと呪いの子」（J.K.ローリング）

新刊は、掲載している以外にもたくさんあります。ぜひ各館でご覧下さい。

書 館
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今月の特集図書展示コーナー
毎月、テーマを決めて関連図書を１階入り口に展示しております。

一般書展示コーナー

「手紙のぬくもり」

手紙に関わる本を紹介します。手紙の書き方、マナー、大切なひとへ
の手紙。たまには手書きで想いを伝えてみませんか？

児童書展示コーナー

「きょうはなにをきていこう！」

特別な服、お気に入りのてぶくろ、大切なクツに、気持ちのいい
パジャマ。今日は何を着て過ごそうかな？『服』が出てくる本を展
示します。
休館日と開館時間
■東分館・緑地区分館

■中央図書館
休館日：5日・12日・19日・26日・30日・31日

休館日：5日・12日・19日・23日・26日・30日
31日

開館時間：火曜～金曜／９時30分～20時
土・日・祝／９時30分～18時

開館時間：火曜／13時～17時
水～日曜／９時30分～17時

■上ところ分室・相内分室・東相内分室
休館日：5日・12日・19日・23日・26日・30日

■端野図書館
休館日：5日・12日・19日・26日・30日・31日

31日
開館時間：火曜～日曜／13時～17時

開館時間：火曜～日曜／10時～17時

■常呂図書館
休館日：5日・12日・19日・24日・26日・30日
31日

■留辺蘂図書館
休館日：5日・12日・19日・23日・26日・30日

開館時間：火～土曜／９時～20時

31日

日曜／９時～17時

開館時間：火曜～日曜／10時～18時

年末年始休館日…中央図書館12/30～1/5

分館分室、三地区館12/30～1/6

読み聞かせ日程
＜中央図書館＞
◆4日(日)11時～/ころぽっくる
◆10日(土)14時～/自作紙芝居
◆11日(日)11時～/お話の会
◆18日(日)11時～/ころぽっくる
◆25日(日)11時～/お話の会

＜東分館＞
◆15日(木)11時～/シロクマ

＜留辺蘂図書館＞
◆3日(土)14時～/あのね

