平成 29 年 10 月１日

会津図書館だより

平成２９年度

会津図書館
TEL

№23

編・発行

0242-22-4711

読書週間行事

「本の夜会」開催のお知らせ
閉館後の図書館で、本と過ごす特別な夜を楽しみませんか？
読書にぴったりな秋の夜長、会津図書館では「本の夜会」を開催します。職員による本
の紹介（ブックトーク）や朗読、参加者の皆様から募集した“お気に入りの本の一節”の
紹介などたくさんの本に出会えるイベントです。
テーマ:「夜の世界へ誘う本」

日時：11 月 3 日（金）18 時 30 分～20 時

展示期間：10 月 30 日（月）まで

げ

対象：18 歳以上の会津地方にお住まいの方 定員 30 名
申込み：所定の用紙に記入し、図書館窓口か FAX で申込み
申込期間：10 月 1 日（日）～20 日（金） ※定員になり次第しめ切り

「夜」をテーマにした本を展示しています

「みなさん読んで！

ＣＤを寄贈いただきました

～図書館利用者おすすめの本～」
展示期間：11 月２８日（火）まで

今年も復興支援の一環として、日本レコード協会様
よりたくさんの音楽 CD を寄贈していただきました。
貸出しの準備ができ次第、CD 架に配架いたします。

『葡萄』（サザンオールスターズ）
『第二楽章』（吉永小百）
『英語耳を育てるモーツァルト』
『ポプコンバラードコレクション』
『ペギー葉山全曲集 2017』
『伍代夏子全曲集 2017』
『ヒロイン失格』（オリジナルサウンドトラック）
その他色々ございます

利用者の皆様から応募していただきました、
あなたの心に残るおすすめの一冊を自筆の
ポップ（紹介文）と共に展示しています。

図書
『世界の美しいウミウシ』 パイインター
ナショナル／編・刊

[484.6／セ]

「世界の宝石」と呼ばれる色鮮やかで
奇抜で小さな生き物。目を見張るほど
美しい写真集です。

【哲学読みもの】
『絶望を生きる哲学 池田晶子の言葉』
池田晶子／著 講談社 [104／イ]
【起業】
『老後不安がなくなる定年男子の流儀』
大江英樹／著 ビジネス社 [335／オ]

『キャンプでやってみる子どもサバイバ
ル』 川口拓／著 ベースボール・マ
ガジン社 [786.3／カ]
親子でサバイバルキャンプして生きる
力を学ぶ。キャンプのテクニックなども
写真入りで詳しく解説されています。

【生き方】
『わたしが子どもを持たない理由』
下重暁子／著 かんき出版 [367.2／シ]
【家計】
『わが家のお金を、整える』
主婦と生活社 [591／ワ]
【日曜大工】

『ヒロのちつじょ』 佐藤美紗代／著
太郎次郎社エディタス [916／サ]
ダウン症のヒロの行動には個性と秩序
があります。ヒロの妹の著者が兄のこと
をユニークなイラストと言葉でコミカル

『かっこいい部屋を作るためのインテリアＤＩＹ』
学研プラス [592.7／カ]
【染色工芸】
『キッチンでできる草木染レッスン帖』
佐藤麻陽／著 ブティック社 [753.8／サ]
【小説】

に描いています

『神の涙』
『プロに教わる１秒で心をつかむ POP
のつくり方』 パイインターナショナル

馳星周／著 実業之日本社 [Ｆ／ハ]
『自閉症のうた』
東田直樹／著 角川書店 [Ｆ／ヒ]

[674.5／プ]
POP の活用法やテクニックなど POP 作
りのノウハウ満載です。初心者でも人の

『オリンピックがやってきた』
堀川アサコ／著 角川書店 [Ｆ／ﾎ]

心を引き付ける POP が作れます。

DVD
ＤＶＤ

ＣＤ

★『超高速！参勤交代リターンズ』 佐々木蔵之介主演

★『山のうた 山の日制定記念』

★『精霊の守り人』 １・２ 綾瀬はるか主演

★『世界の歌 東儀秀樹』

★『蜩ノ記』 役所広司 岡田准一主演

★『蜜蜂と遠雷音楽集』

ミニ展示
コーナー

第７回会津若松まちゼミの講座に関連した本を展示いたします。
趣味や暮らしに役立つ本を是非ご利用ください。
展示期間：１１月１日(水)～１１月２８日(火)

ティーンズコーナーより
深まる秋、読書に最適な季節がやってきました。ティーンのみなさんにおすすめする本を紹介します。
どれも読みごたえのある本ばかり、さあ、あなたはどれを選びますか？

おすすめ新着図書
『危機の現場に立つ』
中満泉/著

講談社

『ウィッシュガール』
2017.7

ニッキー・ロフティン/著

[Y/329.3/ナ]

代田亜香子/訳

国連で仕事がしたいという夢を

作品社

2017.7

[Y/933/ロ]

かなえた中満さんは、国際公務員

学校でいじめを受け、家族からも

として世界の紛争の現場で国や軍

理解されずに悩むピーターは住まい

との交渉や難民支援などに関わる

の近くの山奥の谷でウィッシュガー

仕事をしてきた。命の危険がある

ルと名乗る赤毛のアニーと出会う。

地域にも足を踏み入れ平和活動を

個性的なアニーと過ごす時間と命の

行うのである。仕事と家庭、子育

危機。不思議な谷の力にも助けられ

てを両立するパワフルな女性から

前に進む勇気が湧く。

若い人たちへのメッセージ。

『カラヴァル』
『カーネーション』

ステファニー ガーバー/著

いとうみく/作

西本かおる/訳

くもん出版

2017.8

2017.5 [Y/F/イ]

キノブックス

[Y/933/ガ]

小さい頃からずっと母に愛され

10 日後に婚礼が迫るなか、スカー

ない日々を過ごす日和（ひより）。

レットは子どもの頃から憧れてやま

愛されたいと願い、そうなること

ないカラヴァルという名の魔法のよ

を信じているのだが、母もまたわ

う な夢 の世界 のゲー ム に 招待 され

が子日和を愛せずに悩んでいた。

る。虐待する父に内緒で妹と参加、

果たして解 決法はあるのだろ う

うそか真実かわからない謎に満ちた

か。家族の在り方を問う物語。

冒険が始まる。

『
「ポツダム宣言」を読んだことがありますか？』

山田侑平/訳・監修 共同通信社 2015.10 [Y/329.6/ボ]
『図解

身近にあふれる「科学」が 3 時間でわかる本』 明日香出版社 2017.7

[Y/404/サ]

『君のやる気スイッチを ON にする遺伝子の話』 村上和雄/著 致知出版社 2017.7 [Y/467.2/ム]
い

ぬ

いき ぬ

い

ぬ

い

こた

み

『行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。生きる答えが見つかる 117 のメッセージ』
しみずたいき/著 大和書房 2017.8 [Y/911.5/シ]
『ミュージカルシナリオ「フラボーイ」® －いわき男子高校演劇部奮闘記－』
天美幸/原作・作詞・脚本

柘植書房新社 2017.7 [Y/912.6/ア]

『恋する熱気球』 梨屋アリエ/著 講談社 2017.8 [Y/F/ナ]
さえず

『 囀 る魚』 アンドレアス・セシュ/著 酒寄進一/訳

西村書店 2016.6 [Y/943/セ]

・電撃文庫 MAGAZINE〈隔月刊〉
ライトノベルのエンタメ小説誌
・月刊ポップティーン〈月刊〉
中学生からのティーンズ向けファッション雑誌
・ＳＳ（スモールエス）〈季刊〉
読者のイラスト投稿、メイキング雑誌

雑誌コーナー（ティーンズ）をご覧ください！
＊雑誌の最新号は館内閲覧のみで貸出していません。次号が出ると
貸出可となります。予約を受付しています。

＊8 月 11 日に開催された第 4 回会津
ビブリオバトルは中学生 11 名、高校
生 4 名が参加し、熱い書評合戦が繰り
広げられました。参加者自筆のポップ
付きで本を展示しています。どうぞお
楽しみください。

＊会津若松法人会女性部会様より
児童書とティーンズ本が寄贈され
ました。ティーンズ本 40 冊を展
示紹介しています。どうぞご利用
ください。

「会津高等学校図書委員のみなさんがおすすめする一冊
～高校時代に読みたい本」展を開催します。
展示期間は 11 月 1 日～12 月 27 日（水）までです。

