
お問い合わせ

北栄町図書館 (37-5515

北  条  分  室 (36-3219

※各イベントはいずれも無料 HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.e-hokuei.net/1312.htm

二人組ユニット「Emu♪(エミュー)」によるコンサートです。 日時：２月１５日（水）　１０：３０～１１：３０

チェロとキーボードの弾き語りをお楽しみください。 場所：北栄町図書館　２階研修室

日時：２月１２日（日）　１５：００～１６：００ お気軽にご参加ください。

場所：北栄町図書館　１階フロア

出演者：Emu♪
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上映します。（下のタイトルは副題です）

合わせて関連本も設置しています。ご利用ください。

★日本の伝統行事

★若い人に贈る読書のすすめ

日 月 火 水 木 金 土 休館日

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 音読教室

12 13 14 15 16 17 18 １０:３０～１１:３０

19 20 21 22 23 24 25 おはなし会

26 27 28 北栄町図書館のみ10：30～

北栄町図書館・北条分室 共通

「サーモン・キャッチャー the Novel 」道尾秀介

ビデオ鑑賞会 場所：北栄町図書館２階ＡＶ室
日時：毎週日曜日13時30分～

毎月第１週と第３週は『男はつらいよ』シリーズを

100分 渥美 清、伊藤 蘭

曲目：つながっていく（オリジナル曲）
　　　 ひまわりの約束（カバー曲）　　　ほか 時間 主な出演者

2/5 寅次郎ハイビスカスの花 104分

若い人たちが本を読まなくなったという年上のひとた

ちの言葉は、若いときにこそ本を読むべきであったと

いう後悔の言葉でもあります。

〈若いとき〉に読書をすることは、後の生き方に必ず

や大きな実りをもたらします。
出典：「若い人に贈る読書のすすめ」読書推進運動協議会

渥美 清、浅丘 ルリ子

106分 松田 優作、宮川 一朗太

2月3日は節分、3月3日は桃の節句です。これに合わ
せ、行事の絵本や和食の料理本などを展示します。

2月の開館日

本の特集
2/12 ショコラ 121分 ジュリエット・ヴィノシュ

2/19

成人を迎えるみなさんに向けて、本の特集とパンフレット
を用意しています。もちろん新成人以外の方もご利用く
ださい。合わせて、中学生が作成した「本のPOP」作品も
展示しています。

図書館へ行こう
２月号

2/26 家族ゲーム

寅次郎かもめ歌

日時 タイトル

バレンタインコンサート あたまイキイキ音読教室

司書のおすすめ

場末の釣堀をめぐる群像劇。一見無関係な人々のエピ
ソードが徐々に積み重なり、やがて一つに集約されて
いく過程が本当に見事です。最近何だかモヤモヤする
なあ…という方は、これを読んでスッキリしてください！
映画化決定。



天子蒙塵 ② 浅田 次郎 丘の上のバカ 高橋 源一郎

絶対正義 秋吉 理香子 転換期を生きるきみたちへ 内田 樹

雨利終活写真館 芦沢 央 総理の誕生 阿比留 瑠比

痣 伊岡 瞬 投票に行きたくなる国会の話 政野 淳子

夜明けまで眠らない 大沢 在昌 国貧論 水野 和夫

老乱 久坂部 羊 思春期男子の育て方 小崎 恭弘

喧嘩 (すてごろ) 黒川 博行 子どもを本好きにする10の秘訣 高濱 正伸

魔法使いと副店長 越谷 オサム 歳時記おしながき 平野 恵理子

鬼役 ⑳ 坂岡 真 下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる！ 岩井 武尚

花咲小路三丁目のナイト 小路 幸也 自分で治せる！めまい・ふらつき 新井 基洋

告白の余白 下村 敦史 実はスゴイ四股 木村 匡宏

また、桜の国で 須賀 しのぶ スーパーフードの教科書 マイナビ出版

よるのばけもの 住野 よる ひとさじのはちみつ 前田 京子

土の記 上下 高村 薫

社長室の冬 堂場 瞬一 女子DIYの教科書 tukuriba

おんな城主直虎 ① 森下 佳子 ズボラーさんのたのしい朝ごはん 文響社

セイレーンの懺悔 中山 七里 タニア式台所しごとがシンプルになるルール 門倉 多仁亜

ペンギンのバタフライ 中山 智幸 サンドシナイッチ 辰巳出版

空と海と陸を結ぶ境港 西村 京太郎 初女さんのお漬け物 佐藤 初女

さよならクリームソーダ 額賀 澪 100円おかずのきほん 主婦の友社

タイムマシンでは、行けない明日 畑野 智美 超入門！やせるおかず作りおき 柳澤 英子

And so this is Xmas 秦 建日子 産業遺産JAPAN 前畑 洋平

雪煙チェイス 東野 圭吾 百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド 大内 信一

大雪物語 藤田 宜永

サイレント・ブレス 南 杏子 バレリーナ踊り続ける理由 吉田 都

静かな雨 宮下 奈都 未到 岡崎 慎司

三鬼 宮部 みゆき えんとつ町のプペル にしの あきひろ

草花たちの静かな誓い 宮本 輝 翻訳できない世界のことば ｴﾗ ﾌﾗﾝｼｽ ｻﾝﾀﾞｰｽ

いまさら翼といわれても 米澤 穂信 雑談力 百田 尚樹

天国に行きたかったヒットマン ヨナス ヨナソン 語彙力こそが教養である 齋藤 孝

星に願いを、いつでも夢を 村上 龍 超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤 孝

図説 英国ファンタジーの世界 奥田 実紀 キッズペディア地球館 小学館

日本の面影 池田 雅之 透視絵図鑑なかみのしくみ－遊園地 こどもくらぶ

火を使わないで作るごはん 寺西 恵里子

図書館長の本棚 若園 義彦 アンデルセン絵本館 アンデルセン

コピペと捏造 時実 象一

知っていると役立つ「東洋思想」の授業 熊谷 充晃 せつぶんのひの おにいっか 青山 友美

人生を変える勇気 岸見 一郎 さがそ！おとぎのくに かろくこうぼう

泥があるから、花は咲く 青山 俊董 かぶきわらし 庄司 三智子

汝、ふたつの故国に殉ず 門田 隆将 すなばばば 鈴木 のりたけ

世界一清潔な空港の清掃人 新津 春子 ＊このほかにも、たくさんの新着図書があります。
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