
 

「古文書に親しむ本」ミニ展示コーナー 

[展示期間：６月１日（月）～１０月２９日（木）]  

「古文書講座（中級編）」開催に合わせ、古文書

読解に役立つ本の展示を行っています。 

 

 

「動物」展示コーナー 

[展示期間：７月１日（水）～８月２５日（火）]  

7月開催のイベント、「本の夜会」のテーマに 

関連して、展示を行います。 

 動物の写真集や、動物が主役の小説、生き物の 

不思議を解き明かす本など、様々な本を展示して

います。 

 前回の「本の夜会」の様子や、今回のポスター・ 

チラシの展示も併せて 

行っています。  

ぜひご覧ください！ 

「ボタニカルワールド」ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ展示ｺｰﾅｰ 

[展示期間：７月１日（水）～８月２５日（火）]  

草・花・樹木など、植物関連の本を 

展示します。心を癒し、生活に潤い 

を与えてくれるボタニカルワールド 

へ是非お立寄りください。 

 

「戦争と平和を考えよう」展示コーナー 

[展示期間：７月２３日（木）～８月２５日（火）]  

8月 15日、75回目の終戦記念日を迎えます。 

原爆・空襲の写真集、証言、記録等の図書を 

展示します。戦争の恐ろしさ、平和の大切さを改め

て考えてみませんか。 

講座の受講はもちろん、

古文書の初めの一歩に役

立つ本なども多く揃えてい

ます。この機会にくずし字

や古文書の世界にふれて

みませんか。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年7月１日 No.34  

会津図書館 編・発行  

℡0242-22-4711 

「会津藩から斗南藩へ 斗南藩移住１５０周年」 
[展示期間：７月２１日（火）まで] 

 旧会津藩士たちが明治３年（1870）４月、斗南藩へ移住してから 

１５０周年を迎えました。斗南藩や青森県の地理や歴史、本籍地が

上北郡六戸村（現在・青森県三沢市）の寺山修司に関する図書を 

展示・貸出中です。「旧斗南県之絵図」（複製）も展示していますの

で、併せてご覧ください！ 

 ゆかりの地である青森県むつ市立図書館、三沢市立図書館の 

利用案内も配布しています。 

稽古堂で映画を見よう！ 
図書館所蔵の映像作品を多目的ホールで上映します。 

幅広いジャンルの作品をお楽しみください！ 

８月 ８日（土）  午前１０時～午前１０時５４分 「おじゃる丸スペシャル 銀河がマロを呼んでいる」 

８月 ９日（日）  午後６時～午後７時５０分   「アヒルと鴨のコインロッカー」 

８月１０日（月・祝）午後２時～午後５時４７分   「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」 

８月１１日（火）  午後６時～午後８時１分    「きらきら眼鏡」 

８月１２日（水）  午後６時～午後８時９分    「ものすごくうるさくて ありえないほど近い」 

※定員１００名（先着・事前申込不要）、入場無料（會津稽古堂の駐車場は２時間まで無料、駐車券の割引処理が必要） 

※開場時間は開演の３０分前です。上映時間は変更になる場合があります。 【問い合わせ】會津稽古堂 ☎0242-22-4711 



テーマからイメージした本を、紹介・朗読します！ 

たとえば、好きな動物の登場する小説や写真集、 

働く動物や生き物の不思議について書かれた本など。 

職員がお話しするほか、参加者の皆さんからも、 

「本を紹介・朗読したい！」という方を募集します。 

ぜひご参加ください！ 

（対象）中学生以上の、会津地域に在住・在学・ 

在勤の方 15名(先着順) 

   ※中学生は保護者と一緒に参加してください 

（会場）閉館後の図書館一般図書フロア 

（申込み方法） 

1．申込用紙を記入し、窓口か FAXで申込み 

2．図書館ホームページの応募フォームより申込み 

（受付期間）令和 2年 7月１日(水)から 22日(水)まで 

      ※「話したい」申込みの方は 19(日)まで 

 

ご参加の皆様は、マスク着用や手・指の 
消毒、体調不良時には参加を見送る等、新型
コロナウイルス感染予防にご協力ください。 
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  休：休館日  稽：稽古堂シネマ[會津稽古堂 多目的ホール] 
古：古文書講座（中級編）10時～11時 30分[會津稽古堂 研修室２（８／１のみ研修室１）] 
夜会：本の夜会 18時 30分～20時[一般図書フロア新聞・雑誌コーナー] 

◇新型コロナウイルス感染予防にご協力ください◇ 

1. 図書館をご利用の際は、マスクをご着用ください。 

2. 手洗い及び手・指の消毒にご協力ください。 

3. 風邪のような症状がみられる場合は、ご利用をご遠慮ください。 

4. 本を選ぶ際も、密集を避け、周囲の人と一定の距離を保つようにご留意ください。 

5. 一部サービスについて、利用を制限しています。 

学習席・閲覧席・学習スペース 座席数を減らしています。 

持込パソコン席・ＡＶブース 利用時間 2時間まで（延長できません） 

デジタルデータ端末・商用データベース 利用時間 1時間まで（延長できません） 

※今後、国・県の方針や感染症の発生動向を踏まえて、変更が生じる場合があります。 

図書館イベントカレンダー 

 

18時 30分から 20時まで 
※開場 18時 20分 

当日は、フタつきの飲み物(アルコール以外)を 

持ち込みできます！ 



  

一般おすすめ新着図書 

『斗南藩 －泣血の記－ 』 

 松田 修一/著 東奥日報社 [092.6/マ] 

 

『山中現全版画 －星と夢 1975-2020－』 

 山中現/著 阿部出版 [097.3/ヤ] 

会津藩は戊辰戦争後、新天

地を求め斗南藩として再興す

るが・・・。苦難を強いられた

軌跡を丁寧にたどる。青森県

の新聞「東奥日報」での連載

をまとめた一冊。 

喜多方市出身であり、現代日

本を代表する木版画家として

活躍する山中現が１９７５年か

ら２０２０年までに制作したお

よそ 800 点にも及ぶ全版画作

品を収録。 

新着ＣＤ・ＤＶＤ 

『古関裕而 昭和日本の歌～長崎の鐘～』[Ｃ29/コ] 

 古関正裕/監修、日本コロムビア 

 古関裕而生誕 110年記念に発売された 2枚組CD。 

 

『石灯籠 半七捕物帳』[C64/オ] 

『東海道・見付宿 剣客商売より』[C64/イ] 

『浅草・御厩河岸 鬼平犯科帳』[C64/イ] 

 聞いて楽しむ時代小説 CD。他にもご用意がありま

すので、ぜひご利用ください。 

『映像の世紀』第１集、第２集[D20/エ/1、2] 

 NHKエンタープライズ 

『がんになる前に知っておくこと』[D49/ガ] 

 三宅 流∥監督、紀伊国屋書店 

『女優、母、そして樹木希林』[D77A/ジ] 

 樹木希林/出演、NHKエンタープライズ 

『グリーンブック』[D77B/グ] 

 ピーター・ファレリー/監督、ギャガ 

『0から学ぶ旅の英会話』[D83/ゼ] 

 ハイハイ英語 

 

 

『銀花の藏』  

遠田潤子/著  新潮社  [F/ト] 

『告解』  

薬丸 岳/著  講談社  [F/ヤ] 

大阪から、両親と共に醤油蔵を

営む父の実家へ移り住んだ銀

花。昭和から平成にかけて、家

族の秘密に連鎖する運命に翻

弄されつつ、醤油蔵の当主とし

て成長する女性の半生を描く。 

２０歳の大学生翔太は、飲酒運

転で老女の命を奪い、４年１０

か月間服役する。出所後も真

実を隠し続ける翔太の心の中

では、「罪」「償い」「赦し」という

葛藤が渦巻き、苦悩の日々が

続いていた・・・。 

『日本でいちばん大切にしたい会社 7』  

坂本光司/著  あさ出版  [335.3/サ/7] 

『マンガでわかる介護職のためのアンガー

マネジメント』  

安藤俊介/著 誠文堂新光社 [369.1/ア] 

多くの会社を訪問し丁寧な取材

で明かされるそれぞれの会社の

人重視の表情。仕事の内容は

様々だが共通するのは社会貢

献や社員の幸福などの理念を

持つ理想的な会社であるという

こと。シリーズ 7巻目。 

介護現場でよく起きている事例から

怒りの感情をアンガーマネジメントと

いうトレーニングで解決する方法を

わかりやすくマンガで解説。ストレ

ス、イライラを減らして職場環境を向

上するテクニックを学びましょう。 

 



おすすめ 

 

ティーンズコーナーの 

重度の物語中毒である女房・薄

紅の姫。晴明の孫で若き陰陽師・

奉親に早く帰って欲しい一心で怪

異の謎を解いてしまったことがき

っかけで、次々と相談が持ち込ま

れるようになってしまい．．． 

イギリス、フランス、フィンランド

ほか世界10か国で発売されてい

る本書。インターネット社会な今

の世の中で、SNS やネットによる

様々な問題に対する、マナーや

対策をいろいろ伝授します！ 

語彙力。例えば、「至純」という

言葉の意味がわかりますか？

本に出てきても読むことが出来

ずに飛ばしてしまうような言葉

が、文豪たちの作品をもとに一

冊の辞典となりました！ 

不安があっても誰かに相談するの

は難しい、けれど抱えておきたくは

ない。そんな時本に頼ってみるのは

どうでしょう？不安の解消方法を 

具体的にまとめたこの一冊の本が

相談相手になるかもしれません。 

 

〔中学校の部〕 

『天使のにもつ』  

いとう みく/著 童心社 ［Y/F/イ］ 

『１１番目の取引』  

アリッサ・ホリングスワース/作  

もりうち すみこ/訳 

 鈴木出版 ［Y 933.7/ホ］ 

『平和のバトン：広島の高校生たちが 

描いた８月６日の記憶』 

 弓狩 匡純/著 くもん出版 ［Y 319.8/ユ］ 

〔高校生の部〕 

『廉太郎ノオト』 

 谷津 矢車/著 中央公論社 ［Y/F/ヤ］ 

『フラミンゴボーイ』 

 マイケル・モーパーゴ/作 

 杉田 七重/訳 小学館 ［Y 933.7/モ］ 

『キャパとゲルダ：ふたりの戦場カメラマン』 

 マーク・アロンソン/著 

 マリナ・ブドーズ/著 原田 勝/著 

 あすなろ書房 ［Y 740.2/キ］ 

課題図書 ２０２０ 詳しくはカウンターまで！ 

発表参加者募集中  

第 7回ビブリオバトル開催！    

（中学生の部・高校生の部）  

日時：令和 2年１１月１日（日） 予選・決戦あり 

会場：会津稽古堂  

募集期間：令和 2年 7月 1日（水）～9月 30日（水） 

対象：市内の中学校及び高等学校に通う生徒 

   （予選・決戦ともに参加可能な方） 

『あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります』 

吉田 尚記/著 河出書房新社 [Y/３６１．４/ス] 

『文豪のすごい言葉づかい辞典』 

山口 謠司/監修 宝島社 [Y/８１４/ブ] 

『ネットと SNSを安全に使いこなす方法』 

ルーイ ストウェル/著 東京書籍 [Y/００７．６/ス] 

他にも新着書籍など多数！  

ティーンズコーナーをチェック！ 

『紅い糸のその先で』 

優衣羽/著 KADOKAWA ［Y/F/ユ］ 

 『育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。』 

玉置 標本/著 家の光協会［Y/626/タ］ 

『咎人の刻印』 

蒼月 海里/著 小学館 ［Y/F/ア］ 

『平安後宮の薄紅姫 物語愛でる女房と晴明の孫』 

遠藤 遼/著 KADOKAWA/富士見 L文庫 ［Y/F/エ］ 

 


