
 
 

 

『若い人に贈る読書のすすめ』 展示コーナー 

【展示期間：２月２３日（火）まで】 

 
 
 
 

 

 

『伝統建築工匠の技～ユネスコ無形文化遺産～』 
展示コーナー 【展示期間：２月２３日（火）まで】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和3年1月１日 No.36  

会津図書館 編・発行  

℡0242-22-4711 

「若い人にぜひ読んでもらいたい本」（読書推進運

動協議会 発行）を集めて作成したリーフレット「若

い人に贈る読書のすすめ」に掲載された図書の 

展示を行っています。 

豊かな感性を持ち合わせている今だからこそ読ん

で欲しい本を集めました。 

「昭和レトロな世界」 ピックアップ展示コーナー 

【展示期間：２月２３日（火）まで】 

昭和に流行したアニメ、漫画、TV ドラマ、 

お菓子、ジュースなどあの頃みんなが夢中

になったものを紹介します！昭和生まれは

懐かしく、平成生まれは新鮮に感じるかも 

しれません。 

ぜひ、ご覧ください。 

 

木・草・土などの自然素材を建築空間に活かす

知恵や木工・建造物漆塗・屋根葺・左官など、

古代から現在まで受け継がれてきた伝統建築技

術に関する図書を集めて展示します。 

世界遺産に登録された社寺に関する図書も併せ

てご覧ください。 

「三島由紀夫没後５０年」  

 【展示期間：１月３１日（日）まで】  

祝！「全米図書賞」受賞！ 
柳美里さん著作『ＪＲ上野駅公園口』  
【展示期間：１月３１日（日）まで】 

「追悼 なかにし礼さん」  

【展示期間：１月３１日（日）まで】 

「芥川賞・直木賞候補作発表」 

【展示期間：２月２３日（火）まで】 

 

ミニ展示コーナーのお知らせ 

テーマごとに選んだ３冊の本を１セットに

した、「本の福袋」を貸出します。どんな本

が入っているかはお楽しみです♪ 

今回はおまけもついてきます☆ 

 

場所：一般図書フロア⇒ミニ展示コーナー 

   こどもとしょかん⇒学習スペース前 

「赤べこＢＯＯＫ－本の福袋―」ご利用下さい 

【１月２３日（土）から、なくなり次第終了！】 



かｋｋ 

「朝日新聞記事データベース 聞蔵Ⅱ」をご利用ください！ 
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図書館イベントカレンダー 

休：休館日：２月１日（月）～２月７日（日）図書館の蔵書点検作業のため休館  

ラ：會津稽古堂ライブリックシアター ※各回 14：00開演 

    １月１６日(土) 洋画「キルトに綴る愛」ウィノナ・ライダー ほか出演 

２月１３日(土) 邦画「もういちど」林家たい平 ほか出演 

３月１３日(土) 洋画「クレイマー、クレイマー」ダスティン・ホフマン ほか出演 

    上演する作品は、会津図書館所蔵のＤＶＤを使用しています。 

利用者の皆様にはご不便をおかけいたします

が、今後は「朝日新聞記事データベース聞藏Ⅱ」

をご利用ください。 

朝日新聞の記事をお探しの際は、「朝日新聞記事データ 

ベース聞藏Ⅱ」をご活用ください。 

昭和２０年（１９４５）から現代に至るまでの記事を、年月日

やキーワードを元に検索し、該当記事を複写することも 

できます。 

ご利用の際は、一般貸出カウンターにてお申込み下さい。 

なお、『朝日新聞縮刷版』は令和２（2020）年１２月号を 

もちまして、購入を中止いたします。 

 

期間：令和３年２月１日（月）から２月７日（日）まで 
●返却について● 

會津稽古堂正面入口横の返却ポストをご利用下さい。CD・DVD・紙芝居・他館から借りている資料等は、 

破損の恐れがあることから、２月８日以降、返却カウンターにお返しください。 

●新聞閲覧コーナーについて● 

休館中は會津稽古堂１階 総合案内前のソファで以下の新聞６紙をお読みいただけます。 

「朝日新聞」・「読売新聞」・「毎日新聞」・「福島民報」・「福島民友」・「日本経済新聞」※いずれも当日分のみ 

時間：午前９時から午後７時まで 

●貸出冊数が増えます● 

臨時休館に合わせて、本の貸出冊数を１５冊、貸出期間を３週間に増やします！どうぞご利用下さい。 

※視聴覚資料の貸出は２点まで。予約できる冊数は図書雑誌８冊・視聴覚資料２点まで。 

増加対象期間：１月３１日（日）まで 

蔵書点検作業のため臨時休館します 



 

 
『とわの庭』 

小川 糸/著 新潮社 [Ｆ／オ] 

 

 

漫画 『コウノドリ』 （全３２巻）をご寄贈いただきました！ 

一般おすすめ新着図書 

『祈りの碑』 

長島 雄一/著 歴史春秋出版 [092.8／ハ] 

日本戦没学生の遺稿集

『きけわだつみのこえ』

に福島県から唯一掲載

された会津若松市出身

の特攻兵、長谷川信。 

遺稿の『日記』『修養録』

を丹念に読み解き、ゆ

かりの地をめぐること

で、23 年の短い生涯を

たどる。 

盲目の少女‘とわ’は、母
の愛情に包まれ、穏やか
な日々を過ごしていた。 
しかし母は心を病み、少女
をひとり残して家を出る。
鳥の声や草木の香り、 
陽だまりを感じながら、少
女は生き続ける。強い生
命力で自らの道を切り拓
いていく少女を描く、暖かく
優しい気持ちになれる感
動作。 
 

『東京時層探検』 

黒沢永紀/著 書肆侃侃房 [291.3/ク] 

無料配布品の大量持ち帰

り、飲食店の予約キャンセ

ル忘れ、「これくらいなら…」

とやってしまったこと、ありま

せんか？もしかしたらそれ、

アウトな認識かも！？ 

イラスト付きの読みやすい 

法律本で、自分の常識を 

更新していきませんか。 

発展を続ける東京の街中に

残るいにしえの面影。見逃し

てしまいそうな、時間の移ろ

いが奏でる不思議な空間

（時間の層）を体験してみよ

う。年代別にまとめられた、

すぐにでも訪れたくなる東京

散策のガイド本。 

歩きながら本を読むのが普

通で楽しい 18歳の少女は、

あるとき反体制派の人物で

あるミルクマンという男から

声をかけられ、これがきっか

けで心身が不安定になる。

国と反体制派の対立を背景

に、緊張状態が続く地域で

暮らす少女と人々を描く。 

綾野剛主演でドラマ化され話題となった、漫画 

『コウノドリ』（鈴ノ木ユウ著、講談社）を、利用者の

方からご寄贈いただきました。 原作を読んで、 

新たな感動を！！是非ご利用下さい！ 

『ふわふわカステラの本』 

中川 たま/著 主婦と生活社 [596.6／ナ] 

 

 少ない材料で作れるカス

テラ生地のケーキレシピ

を紹介する一冊。 

おうちで作る美味しいお

やつで、素敵なティータイ

ムをいかがですか。 

『いまはそれアウトです！』 

菊間 千乃/著 アスコム [320.4／キ] 

『ミルクマン』  アンナ・バーンズ/著 

 栩木玲子/訳 河出書房新社 [933.7/バ] 



 ティーンズコーナーからのお知らせ 

そもそも戦国時代って？というは

じまりから、教科書で必ず見たこ

とのある有名な「戦」をわかりや

すくまとめた戦国時代の「戦」の

入門書。 

会話形式の文章で、楽しく、面白

く読み進めることができます！ 

13 歳だがしっかりもので、奉行所

一切れ者と評判の涼風榊だが、

姉の花織には頭があがらない。 

弟が心配なのか、からかっている

のかすぐに口を出してくる。そん

な姉弟による捕り物帳！ 

「小説を音楽にするユニット 」

YOASOBI。代表曲の「夜に駆け

る」などの原作小説４作品を収

録。どのような小説から楽曲が生

まれたのか、興味のある方はぜひ

読んでみてください。 

学生からはじまり大人になっても 

文章を書くという機会は多いと思

います。同時に苦手意識を持って

いる方も多いのではないでしょう

か。 そんな様々な文章を書く場

面で役立つヒントが満載です。 

『一生ものの「発信力」をつける １４歳からの文章術』 

小池陽慈/著 笠間書院 [Y/816/コ] 

『夜に駆ける YOASOB I小説集』 

星野舞夜/著  いしき蒼太/著  しなの/著     

水上下波/著   双葉社 [Y/F/ヨ] 

『捕り物に姉が口を出してきます』 

神楽坂淳/著  ポプラ文庫 [Y/F/カ] 

他にも新着図書多数！  

 
『がんばる理由が、君ならいい』 

０号室/著 KKベストセラーズ [Y/159/ゼ] 

『人も街も動かす！巻き込み力』 

水野孝一/著 KADOKAWA ［Y/601.1/ミ］ 

『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』 

 大前粟生/著 河出書房新社[Y/F/オ] 

『雪の華』 

岡田惠和/脚本 国井桂/ノベライズ 

幻冬舎 [Y/F/オ]

『君に出会えた４％の奇跡』 

広瀬未衣/著 双葉社 [Y/F/ヒ]

 

 

『１３歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をしよう。』 

房野史典/著 幻冬舎 ［Y/210.4/ボ］ 

新着続刊図書！ 

『先生、大蛇が図書館をうろついています！』 

小林朋道/著 築地書館 [Y/481.7/コ] 

『平安後宮の薄紅姫 宮廷去りし皇后宮と伊勢物語』 

遠藤遼/著 KADOKAWA [Y/F/エ/２] 

『虹いろ図書館のひなとゆん』          

櫻井とりお/著 河出書房新社 [Y/F/サ] 

『またもや片想い探偵追掛日菜子』      

辻堂ゆめ/著 幻冬舎 [Y/F/ツ] 

『保健室経由かねやま本館。３』 

松素めぐり/著 講談社 [Y/F/マ/３] 

 

「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」開催中です！ 

今回は仁愛高等学校の生徒の皆さんから、  

おすすめ本をたくさん紹介していただきました。

自筆のポップ付きで本を展示していますので、 

ぜひご覧ください。 

【展示期間：２月 2３日（火）まで】 

 

『いじめ 心の中がのぞけたら 漫画明日がくる』 

本山 理咲/著 朝日学生新聞社［Y/726.1 /モ/１～７］ 

『テツケン  

～哲学者たちが見えたら哲学がわかりますか?～』 

宇治 かばね/著 河出書房新社 ［Y/ 726.1 /ウ］ 

『なぜ僕らは働くのか 

～君が幸せになるために考えてほしい大切なこと～』 

池上 彰/監修 学研プラス ［Y/366/イ］ 

 


