
 

 

 

 

 

 

 
 
 
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●    

読書の秋。さあ、図書館へ行こう！ 
10 月 27 日(日)から 

11 月９日(土)は秋の読書週間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作ってみよう！ 

ジャック・オー・ランタン 
10 月 27 日（日） 午後 1 時～  

市立図書館 2 階 多目的ホール 

対 象  小学生とその保護者 

定 員  １５組（申込順） 

持ち物  軍手、カッターナイフ、 

おたま、大きめのスプーン 

参加料  無料 

今月の題字は 

第一小３年 吉田 奈那子
な な こ

さんが 

が書きました。 

図書館だより ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 
平成２５年１０月号（第９９号） 

ご家族で参加してください。 

申込は   

10 月 1 日(火)から 13 日(日) 

市立図書館 22-4236 へ 

イベントのお知らせ 
ブック・リサイクル 

10 月 14 日（祝） 午前 10 時～正午 

市立図書館 2 階 多目的ホール・研修室 

図書館で役目を終えた本や寄贈された本を 

無料でさしあげます。単行本、文庫本、児童書、

雑誌、英字新聞などを用意しています。 

お好みの本を、ゆっくりと選んでください。 

すてきな本と 

出会える！！ 

おひとり 

３０冊まで 

○ 本を入れる袋を用意してください。 

○ 本がなくなり次第、終了します。 

○ 転売目的の参加はお断りします。 

休館のお知らせ 

 市内の図書館は、４館とも特別図書整

理期間として、１０月１５日（火）から

２４日（木）まで休館します。この期間

は図書に関するお問い合わせやリクエ

スト、電話・ＦＡＸによる予約を受ける

ことができません。 

ご理解とご協力をお願いします。 

「ジャック・オー・ランタン」は 

イギリスにつたわる妖怪が元になった

ハロウィンのシンボルです。 

かぼちゃをくりぬいて、中にろうそく

をたてます。良い霊をひきよせ、 

悪い霊を遠ざけると言われています。 
Happy Halloween!! 

今年の標語は 

本と旅する 

 本を旅する 

特別図書整理期間とは蔵書の点検、整理など

を行う期間です。毎年1回、10日間のお休みを 

いただき次のような作業をします。 

○すべての本のバーコードを読み取り、システ

ムのデータと照合します。 

○岩見沢の図書館全体の本の冊数や蔵書の構成

を調べます。 

○図書館をより使いやすくするために、レイア

ウト変更をします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どくしょノートをつけてみよう！ 
よんだ本のタイトルと作者をノートにつけておきましょう。 

使い終わったノートをカウンターで見せてくれると、シールをはります。

ノートはカウンターで配布しています。（小学生以下対象） 

みんなの図書館 
図書館のすてきな 

ひとときを紹介します 

がんばったね 

やったね！ 

よんだ本を 

ノートにかいておくと 

またよみたいときに 

やくにたつよ 

おもしろかった本は 

ともだちに 

おしえてあげてね 

夏にいただいた
花を、ドライフラ
ワーの花束に。 

シールはぜんぶで 

50 しゅるい！ 

レファレンス・サービスをごぞんじですか？ 
レファレンス・サービスは、図書館の資料を利用される方の 

お手伝いをする仕事です。 

・○○ついて知りたいが、どんな資料にのっていますか？ 

・○○についての資料はありますか？ 

・蔵書検索で資料を探して見つからなかったので、 

そちらで探してもらえますか？ 

・どこの図書館に探している資料がありますか？ 

 

 

たとえば・・・ 

Ｑ．赤じそがたくさん出来たので 

ゆかりをつくりたいのですが。 

Ａ．料理のコーナーに『手づくり食

品大百科』『家庭で作るこだわ

り食品２』などがあります。 

次のような相談などの回答は 

できませんのでご了承ください。 

〇法律・人生・医療に関する相談 

〇骨董品の鑑定 

〇問題集や宿題の答え 

〇クイズの解答 

カウンターでお気軽におたずねください。 

電話、ＦＡＸ、お手紙でも結構です。 

内容によっては調査に日数を要する場合があります。 

カウンターに
あざやかな 
秋のいろどり。 
。 

折々に 
四季の美しさを
お伝えします。 

Ｑ．岩見沢周辺の地質について調

べたいのですが。 

Ａ．『空知の自然を歩く』（岩見沢

地学懇話会／編）という本が

あります。 

花茄子（はななす） 

薄（すすき） 

蒲（がま） 

20 さつようと 

50 さつようがあります 



 

 

図書館シアター 

１０月１２日（土）午後２時～ 

「あらいぐまラスカル」  （子ども向け 90分） 
スターリングは、母親を

亡くしたあらいぐまの子ど

もをひろう。ラスカルと名

づけられたそのあらいぐま

は、少年のかけがえのない

友だちとなる。1977年にテ

レビ放映された名作アニメ。 

 

１０月２６日（土）午後２時～ 

「第三の男」       （一般向け105 分） 
出演 ジョセフ・コットン 

   オーソン・ウェルズ 

戦後のウィーンにやって

来たマーティンスは、親友

が自動車事故で死亡したこ

とを知る。テーマ音楽と共

に映画史に残る不朽の名作。 

1949年イギリス映画 

 

 

 

図書館シアター 

１０月１３日（日）午後１時～ 

「リバー・ランズ・スルー・イット」 
出演 ブラッド・ピット  （一般向け124 分） 

監督 ロバート・レッドフォード 

厳格な父と愛情豊かな母

のもとで育った兄弟。対照

的な性格の二人が、フライ

フィッシングを通して共に

成長し、絆を育んでいく。

1992年アメリカ映画。 

１０月２６日（土）午前１０時３０分～ 

 「にゃーご」       （子ども向け23分） 

 「こびと観察入門 モモジリ編」（子ども向け32分） 
子どもたちに大人気の

キャラクター、絵本でおな

じみの「にゃーご」と何

ともふしぎな「こびと」。

ごうかな２本立て！！ 

 

本をまるごと楽しもう 
１０月１０日（木）午後３時～ 

 

図書のミニ展示 
テーマ「体を動かす！スポーツの秋」 

 
 
 
本をまるごと楽しもう 
10月はお休みです。 
 次回は11月16日(土)です。 
 

 

火曜落語 
１０月８日（火） 午前１１時～ 
ＤＶＤ枝雀落語大全より 

「親子酒」「次の御用日」  （60分） 
 

 

子ども読書会    
１０月５日（土） 午前１０時～ 

 

子どもの本を聴く会 
１０月２５日（金） 午後１時３０分～ 

 「石井桃子ってどんな人？」 

 
図書のミニ展示 

  テーマ 「骨董・古美術を楽しむ」 

 

 

 
本をまるごと楽しもう 
１０月１日（火）午前１０時３０分～ 

 
図書のミニ展示 

  テーマ「季節と暮らす」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 立 図 書 館 

来夢 21 図書館 北村学習交流館 

10月の行事 

図書館シアター・火曜落語で上映した

作品は、市立図書館または来夢 21図書

館の視聴覚コーナーで観ることができ

ます。詳しくは各図書館までおたずねく

ださい。 

図書館からのお願い 

住所や電話番号を変更された場合は、 

お近くの図書館に届け出をして下さい。 

住所変更の場合は、新しい住所が記載さ

れた免許証・保険証・郵便物などをお見

せください。 

ぜひお越しください 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    10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   

   の日は休館です。第一小図書館は日曜日も休館です。 

 

 

え ほ ん 

ばしゃにのって           とよた かずひこ 

それならいいいえありますよ        澤野 秋文 

よわむしモンスターズ ２ おかあさんといっしょ   のぶみ 

ぐるんぐるんつむじかぜ     アーノルド・ローベル 

キリンがくる日             志茂田 景樹 

ニャントさん               高部 晴市 

いまじん どうなる？どうする？      高氏 雅昭 

うしろのダメラ           あきやま ただし 

あたらしい本 

読み物（小学生向け） 

とびばこのひるやすみ     村上 しいこ 

運命のウエディングドレス あんびる やすこ 

さいこうのスパイス      亀岡 亜希子 

極上おばけクッキング！    むらい かよ 

ねむの花がさいたよ    にしがき ようこ 

読み物（高学年・中学生向け） 

都会(まち)のトム＆ソーヤ 11 上・下 

妖怪アパートの幽雅な日常 ラスベガス外伝 

恐竜学 失われた島・ヤンナパル探検記 

空想科学少年サイモン・ブルーム  上・下 

幽霊図書館  稲川淳二のとってもコワイ話 ２ 

話 題 の 新 作 

老年の見識          三浦 朱門 

アクティブメジャーズ      今野 敏 

日光鬼怒川殺人事件      梓 林太郎 

水を抱く           石田 衣良 

たったひとつの花だから    新堂 冬樹 

S の継承           堂場 瞬一 

代官山コールドケース     佐々木 譲 

光秀の定理(レンマ)      垣根 涼介 

襲名犯            竹吉 優輔 

断固として進め         江上 剛 

一 般 向 け 
他にもいろいろ 

地獄探訪 女子は全員地獄行き！？(泣) 

あな吉さんのゆるベジ野菜１種の５品献立て 

天然石パワーストーン組み合わせバイブル 

復興グルメ旅      復興グルメ取材班 

捨て犬未来に教わった２７の大切なこと 

にっぽん全国たのしい船旅 2013-2014 

マネー川柳 鏡見てサイフも覗く試着室 

「イヤな気持ち」を消す技術  苫米地 英人 

電気料金はなぜ上がるのか 朝日新聞社経済部 

陶芸実践１００のポイント   野田 耕一 

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。 


