
 
 

                 

                                  

 

 

 

図書館に集まって あったまろう！ 
寒い冬には「ウォームシェア」 

    

 

 

 

                       

 

 

 

 市立図書館からお知らせ  February  February  February  February  Febr 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

室温は 20℃に・・ 

大切な本にいかがですか？ 

ブッククリニック 
図書館の本をカバーしているビニルコート 

を貼ってみる講習会です。 

 

日時 ２月２３日（土）午前 10 時 30 分～ 

場所 ２階多目的ホール 

対象 小学生以上（1.2 年生は保護者同伴） 

 定員 １５名 

 ※ 講習用の本は図書館で用意します。 

ご自分の本を持ち込みする場合は 1 冊までです。 

破れたページの補修の仕方や、 

市販の修理用品をご紹介します。 

参 加 無 料 
お申し込みは  

22-4236 または 

図書館カウンターへ 

高校生が読む「宮沢賢治」 
緑陵高校演劇部の生徒が 

宮沢賢治の童話「雪渡り」を読みます。 

日時 ２月１６日（土）午前１１時～ 

場所 １階ブラウジングコーナー 

お待ちしております。 

雪景色をバックに朗読を・・・ 

●コミュニケーションが

深まります。 

●暖房エネルギーを節約できます。 

「ウォームシェア」はそれぞれが暖房を使うのではなく 

みんなでひとつの部屋、場所に集まることでエネルギーを 

節約する新しい省エネスタイルです。 

ご家族と お友達と 

 おひとりで 

あったか忍者 

あった丸 

平成２５年２月号（第９１号） 

今月の題字は 

岩見沢小３年 前野 多恵さん

が書きました。 

図書館だより 

市立図書館絵本コーナー 
改修のお知らせ 

 市立図書館１階の絵本コーナーは、

現在、改修しておりますが代わりに 2

階の「展示コーナー」「研修室」を絵本

コーナーとしてご利用いただいており

ます。ご不便をおかけしますが、しば

らくの間ご協力をお願いいたします。 

みんながひとつの場所に集まれば 

●本で心に栄養を！ 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ●         ● 気になる旅本 ● 

人質 道警シリーズ      佐々木 譲 

私と踊って           恩田 陸 

恋愛映画は選ばない     吉野 万理子 

岳飛伝 ３ 嘶鳴の章      北方 謙三 

Ｍの秘密          西村 京太郎 

ジョン・マン ３ 望郷編   山本 一力 

笑うハーレキン        道尾 秀介 

幸              香納 諒一 

ホテルローヤル        桜木 紫乃 

ブラックボックス       篠田 節子 

貝紅            藤原 緋沙子 

○に十の字          佐伯 泰英 

インタビュー・イン・セル   真梨 幸子 

独女日記 ２        藤堂 志津子 

みちくさ道中          木内 昇 

選ぶ力            五木 寛之 

白檀の刑 上・下         莫 言 

カジュアル・ベイカンシー 1.2 Ｊ.K.ローリング 

 

女2人の東京ワイルド酒場ツアー カツヤマ ケイコ 

世界遺産のツボを歩く京都本  京阪神ｴﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ 

ローカル線で温泉ひとりたび たかぎ なおこ 

ベルリンかわいい街あるきブック 吉野 智子 

大学的北海道ガイド こだわりの歩き方 

  札幌学院大学北海道の魅力向上プロジェクト 編 

北海道の空港 北の大地の全 12 空港 イカロス 

新旅ボン 北海道編    ボンボヤージュ 

 

● 理系本もオススメ ● 

空想科学説読本 12     柳田 理科雄 

山中 iPS 細胞        山中 伸弥 

理系女子(ﾘｹｼﾞｮ)的生き方のススメ 美馬のゆり 

実はおもしろい化学反応   中西 貴之 

食欲の科学          櫻井 武 

絵でわかる自然エネルギー  御園生 誠 

細菌が世界を支配する アン・マスグラック 

好きになる生物学      吉田 邦久 

       
    

 

 

 

 

 

 

 

● 他にもいろいろ ● 

分厚い本と熱い本        丸谷 才一 

夢を読む           石井 ゆかり 

中国に立ち向かう覚悟     櫻井 よしこ 

ほうしゃせんきらきらきらいだよ 澤地 久枝 

 ５０℃洗いレシピ       金丸 絵里加 

 鈴虫炒飯            又吉 直樹 

うちの３姉妹 増刊号   松本 ぷりっつ 

紅白歌合戦の舞台裏      合田 道人 

僕の死に方          金子 哲雄 

できた！電気代６００円生活 はら みづほ 

箱根駅伝を歩く         泉 麻人 

本格ミステリ・ベスト 10  2013 年版 

北海道の歴史 下 新版    関 秀志

この本、読んでみて 
愛にもいろいろありまして・・  『きいろいゾウ』 

  西 加奈子／著（小学館） 
       ちょっぴり個性的な夫婦の、笑いあり、涙ありの日々の物語。 

      夫婦と言えどもすべて心の内を明かせるわけではないけれど・・・。 

      はたしてこのおもしろ夫婦の絆とは・・・。 

      登場する人物や動物のネーミングセンスも楽しい作品です！！ 



 
 

 

 

 

 

 

★あたしゆきおんな 

富安 陽子 

★めんのめんめん 

庄司 三智子 

★ねむりひめ 

新井 良二 

★もんばんアリと、月 

さとみ きくお 

★月火水木金銀土日 銀曜日になにしよう？ 

益田 ミリ 

★ばけれんぼ 

広瀬 克也 

★きょうはすてきなドーナツようび 

竹下 文子 

★アリゲイタばあさんはがんこもの 

松山 円香 

★わたしのゆたんぽ 

きたむら さとし 

★ひめちゃんひめ 

尾沼 まりこ 

★まいごのワンちゃんあずかってます 

アダム・ストーワー 

★たのしいキリンのかいかた 

たがわ ひでき 

★ふゆってどんなところなの？ 

工藤 ノリコ 

★だいすき、でも、でもね 

二宮 由紀子 

★どっかんだいこん (どーんとやさい) 

いわさ ゆうこ 

★おしろのいちねん 

インクリンク 

 

 

 

 

 

▼やらなきゃゼロ！ (岩波ジュニア新書) 

鈴木 直道 

▼両手を奪われても  

マリアトゥ・カマラ 

▼はだしのゲンわたしの遺書 

中沢 啓治 

▼さがせ！日本の歴史 どこにいる？だれがいる？ 

青山 邦彦 

▼新島八重 幕末、明治をかけぬけたハンサム・ウーマン 

柊 ゆたか 

▼魔法のフライパン (ことり文庫) 

名木田 恵子 

▼りんちゃんともちもち星人 (ことり文庫) 

令丈 ヒロ子 

▼ドラゴンのなみだ 

佐々木 ひとみ 

▼夜空のダイヤモンド 

あんびる やすこ 

▼おとのさまのじてんしゃ 

中川 ひろたか 

▼船で空飛ぶ妖怪クルーズ(妖怪道中膝栗毛) 

三田村 信行 

▼一さつのおくりもの 

森山 京 

▼かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート 

原 ゆたか 

▼見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険 

１～３  Ｒ．Ｌ．ラフィーバース 

▼フランスの１２の怖い昔話 

大澤 千加 

▼おばけのアッチとおしろのひみつ 

角野 栄子

 

 
 



２月の行事

図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
２月１６日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
 一般向 ２月 2３日（土）午後 2 時～ 

「さよなら、アルマ～赤紙をもらった犬」 

 

児童向 ２月９日（土）午後２時～ 

    「こびと観察入門 ケダマヤマビコ編」 

 
●火曜落語 
 ２月５日（火） 午前１１時～ 

枝雀落語大全より「時うどん／佐々木裁き」 

 

●子ども読書会 
 ２月２日（土） 午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 

２月２７日（水） 午後１時３０分～ 

 「小泉るみ子の世界 パートⅡ」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「恋愛本棚」 

 

 ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○  ● 

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 
２月 1４日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ２月１０日（日）午後１時～ 

    「心中天使 Ｓynchronicity」 

 

児童向 ２月２３日（土）午前１０時３０分～ 

   「忍たま乱太郎 忍術学園全員出動！の段」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「にゃん にゃん にゃんこの本」 

 

 

 

●本をまるごと楽しもう 
２月５日（火）午前１０時３０分～ 

２月１９日（火）午前１０時３０分～ 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「みんな生きてる」 

 

 

 

 

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   

  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 


