
図 書 館 日 記 ２０２０年（令和２年）２月 

２月の特別展示＆イベントのお知らせ 

２月の特別展示 

《一般書コーナー》 

○若い人に贈る本 

『本と鍵の季節』  

米澤 穂信/著 

『南極ではたらく』 

渡貫 淳子/著 

『読まされ図書室』 小林 聡美/著 

○北国の作家たち 

『ホテルローヤル』  桜木 紫乃/著  

『みとりし』  高森 美由紀/著 

『別れの挨拶』  丸谷 才一/著 

○図書館員の気まぐれ展示：絶景 

『海外名作映画と巡る世界の絶景』  

インプレス編集部/編 

『奇跡の地形』 藤原 治/監修 

『世界の断崖おどろきの絶景建築』  

パイインターナショナル/編著 

 

《児童書コーナー》 

○のりもの 

『スタジオジブリの乗りものがいっぱい』  

徳間書店児童書編集部/編 

『クレーン クレーン』 すずき まもる/絵 

『いちにちのりもの』 かわしま ななえ/絵 

○書庫の本 

『学校の怪談』  常光 徹/著 

『じゃんけんの 

すきな女の子』 

松岡 享子/さく 

『No．6 ＃1』  

あさの あつこ/[著] 

○季節の展示：バレンタインデー 

『かわいく作れるチョコ&お菓子  

はじめてでも簡単!ほめられる!!』 主婦の友社 

『ジャッキーのはつこい』 あだち なみ/絵 

『パティシエ☆すばる キセキのチョコレート』  

つくも ようこ/作 

 

『日曜シネマ』（無料･申込不要） 

日時：令和 2 年 2 月 9 日(日) 午後 2 時から 

令和 2 年 2 月 23 日(日) 午後 2 時から 

場所：むつ市立図書館あすなろホール 

作品：『ミツバチのささやき』(1973 年･スぺイン･99 分) 

出演：ビクトル･エリセ､アナ･トレント ほか 

内容：一人の少女を主人公に､彼女が体験する現実と空

想の交錯した世界を繊細に描き出した作品｡スペ

インのとある小さな村に「フランケンシュタイ

ン」の巡回映画がやってくる｡6 歳の少女アナは姉

から怪物は村外れの一軒家に隠れていると聞き､

それを信じ込む｡そんなある日､彼女がその家を

訪れた時､そこで一人のスペイン内戦で傷ついた

負傷兵と出合い… 

 

『土曜おはなし会』（無料･申込不要） 

日時：毎週土曜日 午後 2 時から 

場所：むつ市立図書館児童コーナーおはなしのへや 

内容：「おはなしの木」､「ひばの会」､「交通安全

母の会」による絵本や紙芝居の読み聞かせを

おこなっています｡ 

※2 月は 1 日､8 日､15 日､22､29 日日の 5 回実施 
 

（２月５日） 

２月１４日は･･････ 

今週 14 日はバレンタインデーです！ 

昨年バレンタイン前の図書館日記で恋愛小説を紹

介しておりましたが､今年はラブストーリーが楽しめ

る映画の DVD をご紹介しようと思います｡ 
 

『ノッティングヒルの恋人』 ﾛｼﾞｬｰ･ﾐｯｼｪﾙ監督 

ロンドンのノッティングヒルという町にある小

さな書店を経営しているタッカーのもとにハリウ

ッド女優のアナが突然現れる｡ハリウッドスターと

一般人の恋の行方は……？ 

※図書館日曜シネマ 3 月上映予定作品です｡ 

 

『博士と彼女のセオリー』 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏｰｼｭ監督 

ジェーンという女性と出会い､恋をした天才物理

学者のスティーヴン｡しかし彼は ALS を発症し､余

命わずか 2 年という宣告を受けてしまう｡ジェーン

はスティーヴンを支えて生きていくことを誓う｡実

話を元にした感動作｡ 
 

（２月１１日） 



おひなさま飾りました！ 

今年も図書館に七段飾りのお

ひなさま登場です｡ 

暖かい陽気が続いているせい

か､おひなさまを見ていると本

当に春が来たような気分になっ

てきます｡ 

ぜひ図書館で少し早い春を感

じてください｡ 

おひなさまの隣には「ひ

なまつり」関連の本も展示

してありますので､ご来館

の際はぜひ手にとってみて

ください｡ 

 

 

（２月１１日） 

付録抽選会結果発表！ 

今年もたくさんのご応募

ありがとうございました｡

総応募数は 479 通！！ 

厳正なる抽選の上､当選

番号が決定しましたのでお

知らせします｡ 

 当選された方は期間内に引換券をお持ちの上カウン

ターまでお越しください｡ 

引換期間過ぎると無効に

なりますのでご注意くださ

い｡ 

 

引換期間 

2 月 15 日(土)から 2 月

29 日(土)まで 

（２月１５日） 

ＭＯＥ絵本屋さん大賞 2019！ 

全国の絵本屋さん 3000 人から選ばれ､見事大賞に

輝いた絵本は！竹下文子：文､町田尚子：絵『なまえ

のないねこ』請求番号 E マチ 資料番号 0120294590 

です！！ 

この絵本は第 3 回未来屋えほん大賞･大賞！第 10

回リブロ絵本大賞･大賞！第 8 回静岡書店大賞〈児童

書新作部門〉第 2 位！なども取っています｡ 

図書館に所蔵がありますので､気になる方はぜひ一

度読んでみて下さい｡ 

なお各部門賞第 2 位以下は､図書館所蔵の「MOE」

2020 年 2 月号 資料番号 0140283359 でご確認くだ

さい｡ 

 

（２月１８日） 

児童書を寄贈していただきました！ 

毎年児童書の寄贈をして

頂いている『むつ教育振興

会』様より､今年もたくさん

の児童書を寄贈して頂きま

した｡本当にありがとうござ

います｡ 

創作童話や絵本など､ジャンルも様々です｡ 
 

ただいま､職員一同で準

備していますが､登録作業

などが必要なので､本を図

書館に出すまでにはもう少

し時間がかかります｡ 

もうちょっとだけ､楽し

みにお待ちくださいね｡      （２月２１日） 

大人の工作教室開催のお知らせ 

毎回好評いただいております大人の工作教室｡ 

５回目の開催となる今回

のテーマは「ダンボール織り

コースター」です｡ 

ダンボールで作った織り

機と毛糸でコースターを手

作りしてみませんか？ 

日時…３月５日(木)午後１時半から(１時間程度) 

場所…むつ市立図書館集会室 

対象…大人 

定員…６名 ※事前申込みが必要となります 

申込期間…2 月 25 日(火)～3 月 4 日(水) 

申込方法…カウンターまたは電話で 

※参加費は無料です｡ 

※材料はこちらで用意します｡ 

 

 

（２月２５日） 



臨時特別貸し出しのお知らせ 

図書館では､新型コロナウイルスによる接触感染防

止を目的として下記の通り臨時特別貸し出しを実施

しております｡ 

 

臨時特別貸し出し 

場所 

むつ市立図書館本館 

川内分館､大畑分館､脇野沢分館 

 

実施期間 

2 月 29 日(土)から当面の間 

貸し出しできる冊数 

〇図書 10 冊 

〇雑誌 6 冊 

〇ビデオ､DVD､CD､テープ 4 点 

 

貸し出し期間  

15 日間 

 

その他 

体調や都合が悪く期限までに本の返却ができ

ない場合は､電話で延長貸出を受け付けておりま

すのでご連絡ください｡ 

 

（２月２９日） 

 


