
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 暖かい図書館に集まろう！  

家庭の暖房を使わずに、 

ひとつの場所に集まって過ごす「ウォーム・シェア」 

心豊かに暖かく、エネルギー消費量を減らしましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木のぬくもりを感じる 
明るい図書館です。 

ブックスタートの 

絵本が変わりました 

図書館だより 
平成２６年２月号（第 10３号） 

今月の題字は  

中央小４年 平田
ひ ら た

 美
み

優
ゆう

さん 

が書きました。 

お 知 ら せ  

第一小学校図書館が新しくなりました。 

校舎新築に伴う移転のため、休館中は大変ご不便をおかけしまし
たが、１月７日より新校舎で開館いたしました。皆さまのご来館を 
お待ちしております。 

新図書館にお引越し 

ひなまつり 

おはなしライブ 

みんなで季節の行事を楽しみましょう。 

日時 ３月１日（土） 午後２時～ 

会場 市立図書館 ２階多目的ホール 

参加無料です 

詳しくは 

市立図書館 

２２－４２３６まで 

 

「ごぶごぶ ごぼごぼ」 

「ちょうちょう ひらひら」 

 平成２５年４月２日以降に

生まれた赤ちゃんには、こ

ちらをプレゼントします。 

 ブックスタートは、赤ちゃん

に、絵本を開く楽しい体験と

一緒に絵本を手渡す活動で

す。８・９か月児健診時に実

施します。対象者には健診日

のお知らせでご案内します。 

小説、実用書、絵本、

児童書など生活に身近な

本を置いています。 

市内の図書館で借りた

本の返却や予約した本の

受け取りもできます。 

正門を通って「一般開

放通用口」からお入りく

ださい。 

第一小学校図書館 

岩見沢市緑町３丁目７番 1 号   電話 ２２-０４０１ 

開館時間  午前１１時３０分～午後５時 

休 館 日  日曜・月曜・祝日・月末図書整理日 

約 17,000 冊の本を 
すべて箱詰め 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本にカバーを貼る講習 

「ブッククリニック」 
１月１８日(土) 市立図書館 

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 

ご寄贈いただいた本には、この
マークが付いています。 

若い人に贈る読書のすすめ 
  「２０１４若い人に贈る読書のすすめ」で 

紹介された本を用意しています。 エッセイ 

小 説 

その他 

「若い人に贈る読書のすすめ」は、新たな一歩を踏み出す若い人にぜひ読んでもらいたい本

を紹介する運動です。詳しくは読書推進運動協議会ホームページに掲載されています。 

◎ 何者 （朝井 リョウ） 

◎ 薔薇とビスケット （桐衣 朝子） 

◎ 想像ラジオ （いとう せいこう） 

◎ 神去なあなあ夜話 （三浦 しをん） 

◎ 色彩を持たない多崎つくると、 

彼の巡礼の年 （村上 春樹） 

◎ 野心のすすめ （林 真理子） 

◎ 挫折を愛する （松岡 修造） 

◎ ２０歳からの人生の考え方 （外山 滋比古） 

◎ 本当に英語を「話したい」キミへ （川島 永嗣） 

◎ 死の淵を見た男 （門田 隆将） 

◎ 恋愛合格！太宰治のコトバ６６ （高野 てるみ） 

◎ このＴシャツは児童労働で作られました。 

（シモン・ストランゲル） 

天井を舞う大凧 

鬼がお待ちしています 
お気に入りの本がじょうぶ
でツヤツヤに！ 

オブジェ「炎の舞」お正月
バージョンで謹賀新年 

市立図書館に 
絵本をご寄贈いただきました。 

公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 

空知支部より、絵本・児童書をご寄贈いただき

ました。心よりお礼申し上げます。 

図書館で 
季節を感じて・・ 



 

図書館シアター 

２月８日（土）午後２時～ 

「絵からとびだしたねこ」  （子ども向け 15 分） 

アニメ「ブルッとこわいおばけの話」シリーズ。 

 

「こびと観察入門 シボリカワ編」 
出演 シボリオオチチ       （子ども向け 35 分） 

オオヒレカワコビト 

ホトケアカバネ 

アラシクロバネ 
昆虫でも、植物でもない、不

思議な生き物「こびと」登場。 

 

２月２２日（土）午後２時～ 

「キタキツネ物語」         （一般向け 117 分） 
流氷にのってやってきた

雄のキタキツネが、雌キツネ

との間に５匹の子供を授か

る。北海道を舞台にキタキツ

ネ一家の成長を追ったドキュ

メンタリー。1978 年に公開さ

れたオリジナル版。 

 

 

 

図書館シアター 

２月９日（日）午後１時～ 

「アンナ・カレニナ」        （一般向け 111 分） 
原作 トルストイ 出演 ヴィヴィアン・リー 

官僚の妻アンナは、義理

の妹の婚約者ヴロンスキ

ーの強い求愛に心をうごか

され、いつしか恋に落ちる。

1948 年イギリス映画。 

 

２月２２日（土）午前１０時３０分～ 

 「トムとジェリー 天国と地獄」 
からい物を食べて口から    （子ども向け 42 分） 

火をふいたり、アイロンが

落ちてきて頭がアイロン

の形になったり。ぜったい

大ばくしょう！永遠のアメ

リカン・コメディ。 
 

本をまるごと楽しもう 
２月１３日（木）午後３時～ 

２月２７日（木）午後３時～ 

 

図書のミニ展示 

「おかしのはなし」 

 

本をまるごと楽しもう 
２月１５日（土）午前１０時３０分～ 

 

火曜落語 
２月１８日（火） 午前１１時～ 
DVD 三遊亭楽太郎十八番集より 

「禁酒番屋」「死神」       （69 分） 

笑点でおなじみの 

六代目圓楽が楽太郎 

時代に演じた人情噺。 

 

子ども読書会    
２月１日（土） 

     午前１０時～ 

 

子どもの本を聴く会 

２月２０日（木） 午後 1 時３０分～ 
「雪であそぼ！」 

 

図書のミニ展示 
     「『お金』について」 

 
 
 
 

本をまるごと楽しもう 
２月４日（火）午前１０時３０分～ 

２月１８日（火）午前１０時３０分～ 
 

図書のミニ展示 

「世界遺産の旅」 

 

 

読んでみてこの１冊 

「ふたつのねがい ふゆのおとぎばなし」 

ハルメン・ファン・ストラーテン／作 

（光村教育図書） 
さむい冬の夜、小さな

おうちの人間たちが寝静

まったなかで、おもちゃた

ちが動き出します。スノー

ドームのゆきだるまは外

に出られずひとりぼっち。

そこに女の子の歌声が聞

こえてきて、ゆきだるまは会ってみたいと思う

のですが・・・ホロリと泣けるファンタジー。 

市 立 図 書 館 

来夢 21 図書館 北村学習交流館 

２月の行事 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    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  

   の日は休館です。第一小図書館は日曜日も休館です。 

 
 

え ほ ん 

にらめっこ               木曽 秀夫 

ほんとうのおにごっこ          筒井 敬介 

ぼくらのひみつけんきゅうじょ       森 洋子 

ダヤン妖精になる           池田 あきこ 

あしってエラい！          中川 ひろたか 

つきよのニャロベエ           古内 ヨシ 

さんびきのこねずみとガラスのほし  たかお ゆうこ 

いくらなんでもいくらくん      シゲタ サヤカ 

あたらしい本 

読み物（小学生向け） 

こよみのくにの魔法つかい！ たざわ りいこ 

なんてだじゃれなお正月     石崎 洋司 

ローズマリーとヴィーナスの魔法 あんびるやすこ 

かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原ゆたか 

カエルのおひっこし  ルーシー・ダニエルズ 

読み物（高学年・中学生向け） 

ファイアー・クロニクル ジョン・スティーブンス 

香月流！幽雅な相談室      香月 日輪 

謎の国からの SOS     エミリー・ロッダ 

グレッグのダメ日記 わけがわからないよ！ 

動物病院のマリー２   タチアナ・ゲスラー 

話題の新作 

爛             瀬戸内 寂聴 

キャリア警部・道定聡の苦悩  五十嵐 貴久 

ペテロの葬列        宮部 みゆき 

リアスの子          熊谷 達也 

凍る炎 アナザーフェイス５  堂場 瞬一 

ポースケ          津村 記久子 

北軽井沢に消えた女     西村 京太郎 

宝の山 商い同心お調べ帖   梶 よう子 

夢のなかの魚屋の地図     井上 荒野 

旭川・大雪白い殺人者     梓 林太郎 

一 般 向 け 
他にもいろいろ 

本当にあった奇跡のサバイバル６０ タイムズ 

手つなぎラッコ          まりさ 

ほっかいどう１００の道   北海道新聞社 

子どもをひとり暮らしさせる！親の本 

ベニシアの庭づくり ハーブと暮らす１２か月 

リラックマのごはん＆スイーツ 

皇帝フリードリッヒ二世の生涯 上・下 塩野七生 

ひと皿で体が元気になるお粥と麺の本 

ロングセラー商品のデザインはここが違う！ 

箱根駅伝コトバ学        生島 淳 

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。 


