
図書館だより 
平成２４年２月号（第７９号）

 

今月の題字は 

北村小１年 木下 柑奈さん 

が書きました。 

 

いつもとは、ちがう図書館 
金曜日の夜７時。 

      明かりを消した図書館で 

夜の闇に浮かびあがる、木々に降り積もった白い雪。 

      ―― 闇、影、静寂。 キャンドルの炎がゆれる幻想的な空間で、 

          ゆったりと暖かい飲み物を楽しむ。 

          そんな特別な夜。 

大人のための ナイト・ライブラリー 
岩見沢市立図書館 
２月１０日（金） 午後７時～９時 

                                  

ピアノと朗読の夕べ 「ＬＯＶＥ ＬＥＴＴＥＲＳ」 

映画 チャップリン作品集より 「スケート」 

※ 18 歳未満の方は参加ご遠慮下さい。 

市立図書館からお知らせ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ● 

雪景色をバックに朗読を 

●高校生が読む「谷川俊太郎」   
日時 ２月４日(土) 午前 1１時～  

場所 1 階ブラウジングコーナー 

出演 岩見沢緑陵高等学校 演劇部・放送局 

知って、より深く 

●時代小説を楽しむための江戸学 

日時 2 月 5 日(日)、12 日（日）、19 日（日）

午後２時～4 時 

場所 ２階多目的ホール 

講師 岸本 良信さん（歴史考証家） 

※前日までに申込をした方には、資料集

をさし上げます。 

夕方のひとときに、ひとついい噺を 

●火曜落語 

日時 ２月７日(火)、14 日（火）、21 日（火） 

      午後６時～ 

場所 ２階多目的ホール 

姿勢を整えて、マイナス５歳のわたし 

●いろいろおためし健康レッスン 

日時 ２月１８日(土) 午前 10 時 30 分～ 

場所 ２階多目的ホール 

 定員 ２０名（申込順） 

       

 申込は市立図書館へ 

 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

親鸞 激動篇 上・下     五木 寛之 

口紅のとき          角田 光代 

週末は家族           桂 望実 

平清盛 １          藤本 有紀 

人生に七味あり         江上 剛 

怪談              柳 広司 

ジョン・マン 大洋編     山本 一力 

帰らざる街、小樽よ     西村 京太郎 

第四の壁 アナザーフェイス３  堂場 瞬一 

１０ラブ・ストーリーズ  林 真理子／編 

奇縁まんだら 終り     瀬戸内 寂聴 

幻影の星           白石 一文 

傷跡             桜庭 一樹 

まちがい            辻 仁成 

不惑剣 完四郎広目手控     高橋 克彦 

白いジャージ ６         ｒｅＹ 

真夜中の手紙 Bar Teru’s Club  宮本 輝 

００７白紙委任状  ジェフェリー・ディーバー 

デッド・オア・アライブ 1,2 トム・クランシー 

● んっ、何の本ですか？ ● 

女の悩みはいつもマトリョーシカ 室井 滋 

ねころび。        学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

野蛮人の図書室        佐藤 優 

「ヤミツキ」の力       廣中 直行 

食べる。           中村 安希 

熊のことは、熊に訊け。    岩井 基樹 

ｎｕｕａｍｕ手帖     渡辺 満里奈 

スイーツ断面図鑑       猫井 登 

もっと、まるです。  ｍｕｇｕｍｏｇｕ 

しごとのはなし        太田 光 

第２図書係補佐       又吉 直樹 

● ニットでおしゃれに ● 

かぎ針あみのワードローブ 

手編みのスヌード 

ニット男子２ 

スタイリッシュニット 

手あみキッズ 

着こなし上手のニットのふだん着 

 

恋 の お・は・な・し 『ラブレター物語』丘 修三／作（小峰書房） 

ラブレターを書いた事はありますか？まだ書いたことのない人も、これか

ら書こうと思っている人も、書いたことのある人も。ラブレターにまつわる

6 つの物語。 

『でーれーガールズ FantastIc Girls’ Okayama,1980』原田 マハ／著（祥伝社） 

淡い学生時代の思い出、自分の学生時代の恋や友達や楽しかった日々の思い出・・・。 

1980 年代を背景に重ねて読んでみませんか。それにしても「でーれー」って何だろう？ 

 

● 他にもいろいろ ● 

７年目のツレがうつになりまして 細川 貂々 

山スタイル手帖         ＫＩＫＩ 

サグラダ・ファミリア     外尾 悦郎 

私が愛した東京電力       蓮池 透 

北海道のお天気ごよみ３６５日 菅井 貴子 

秘境ブータン         中尾 佐助 

外務省に告ぐ          佐藤 優 

勾留百二十日 特捜部長はなぜ逮捕されたか 

危険な世界史 運命の女篇   中川 京子 

フランスで大の字      小栗 佐多里 

ブラック・スワン降臨 9.11-3.11 手嶋 龍一 

畳へりで作るバッグ   パッチワーク通信社 



 
 

 

 

 

 

 

★ジャッキーのはつこい 

あだち なみ 

★さんぽのき 

サトシン 

★みーつけたっ (にじいろえほん)  

あまん きみこ 

★森の音を聞いてごらん ダヤンの絵本 

池田 あきこ 

★たったひとつのねがいごと 

バーバラ・マクリントック 

★おやおやおやつ（えほんのぼうけん） 

庄司 三智子 

★ラーメンちゃん 

長谷川 義史 

★きみたちにおくるうた（むすめたちへの手紙） 

バラク・オバマ 

★しんかんせんでおいかけろ！ 

横溝 英一 

★ようちえんにいくんだもん 

角野 栄子 

★ちいさなちいさなおかしのまち 

さかい さちえ 

★大きな時計台小さな時計台 

川嶋 康男 

★マウスマンション サムとユリア 

カリーナ・スカープマン 

★くまくんと６ぴきのしろいねずみ 

クリス・ウォーメル 

★トントントンをまちましょう 

あまん きみこ 

★そらからのめぐみ 

ビーゲン・セン 

 

 

 

 

 

▼ルルとララのホットケーキ 

あんびる やすこ 

▼アッチとボンとドララちゃん 

角野 栄子 

▼都会（まち）のトム＆ソーヤ ９ 前夜祭 

はやみね かおる 

▼よろずトラブル妖怪におまかせ 

三田村 信行 

▼王国の鍵 ７ 復活の日曜日 

ガース・ニクス 

▼ブリキの王女 上・下 

フィリップ・プルマン 

▼願かけネコの日 （ティーズ文学館） 

那須田 淳 

▼犬といっしょに。 

山口 節子 

▼暗闇のファントム パストワールド 

イアン・ベッグ 

▼エメラルド・アトラス 最古の魔術書 

ジョン・スティーブンス 

▼シールの星 

岡田 淳 

▼心の森 

小手鞠 るい 

▼かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 

原 ゆたか 

▼忍たま乱太郎 にんじゅつ学園の文化祭の段 

尼子 騒兵衛 

▼なぜ？どうして？動物のお話 

こざき ゆう 

▼ポケモンわくわく超めいろ 

嵩瀬 ひろし

 



２月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
２月１８日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ２月２５日（土）午後２時～ 

「レインマン｣ 

 

児童向 ２月はお休みです。 

 

●子ども読書会 
２月４日（土） 午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 ２月１０日（金）午後 1 時～ 

 「ケイト・グリーナウェイの庭」 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「お江戸のはなし」 

 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

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 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

来夢２１図書館 

●本をまるごと楽しもう 
２月９日（木）午後３時～ 

２月２３日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ２月１２日（日）午後１時～ 

    「アイ・ラブ・フレンズ」 

 

児童向 ２月２５日（土）午前１０時３０分～ 

    「ころわんちょろわん」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「いやし系どうぶつ写真展」 

 

 

北村学習交流館 

●本をまるごと楽しもう 
２月７日（火）午前１０時３０分～ 

２月２１日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「レトロを探して」 

 

 

図書館カレンダー      ２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    

  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 → 


