
 

 

『文学賞・文化賞受賞作品展』 展示コーナー 

【展示期間：４月２９日（木）まで】 

 
 
 
 

 
 

『東日本大震災から１０年』 展示コーナー 
【展示期間：４月２９日（木）まで】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和3年4月１日 No.3７  

会津図書館 編・発行  

℡0242-22-4711 

２０２０年に文学賞・文化賞を受賞した主な 

作品を展示しています。芥川賞や直木賞など 

話題の文学賞以外にも、詩、短歌、評論、   

実用書などを対象とした様々な賞があります。

ブックリストも配布していますので、ぜひ、 

ご覧ください。 

 

「GoTo読書」 ピックアップ展示コーナー 

【展示期間：４月２９日（木）まで】 

未来屋書店石巻店の Twitter のつぶやき

から始まった企画です！なかなか旅行が

できない今だから、物語の中を旅してもら

いたいと、各都道府県を舞台にした書籍を

Twitter で募集し、集まった作品の中から、

会津図書館に所蔵があるものを展示して

います。ぜひ、ご覧ください。 

 

 ２０１１年３月１１日に起きた未曽有の大震災

は、私たちの生活や未来を大きく変えました。

当時の新聞記事や写真などから、これまで 

被災地の人々が歩んできた日々を振り返り、

また、現在の様子や震災を経験した人々の想

いを感じてみませんか。 

『春が来た』 

【展示期間：4月 29日（木）まで】  

桜をはじめ春に咲く花の本や、お花見に

ぴったりな和菓子の本などを展示してい

ます。春の訪れを感じてみませんか。 

 

 

 

 

ミニ展示コーナーのお知らせ ５月からの展示コーナーのお知らせ 

 

『楽しもう健康づくり！高めよう免疫力‼』 

【展示期間：５月１日(土)～６月２９日(火)】 

自分に合った健康法、見つけてみませんか。 

 

『環境月間』 

【展示期間：５月２８日(金)～６月２９日(火)】 

 地球温暖化やゴミの問題など、環境のために 

身近にできることから始めてみませんか。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館イベントカレンダー 

 

 

日時：6/5（土）・6/12(土)・6/19(土) 全３回 午前１０時～１１時３０分 

場所：會津稽古堂 研修室２

対象：高校生以上の市民の方１５名程度  ※応募多数の場合は抽選 

申込方法：往復ハガキにて申込み 6/17(月)当日消印有効 

詳細は、市政だより（５月１日号）、市・会津図書館ホームページ、館内掲示にて 

お知らせします。 

 

新着ＣＤ・ＤＶＤ 

『JAZZで聴きたいヒット・ソング』 [C23/ｼﾞ] 

JAZZ PARADISE/演奏 

『世界の国歌』 ［C44/ｾ］ 

野中 図洋和[ほか]/指揮、 

陸上自衛隊中央音楽隊[ほか]/演奏 

『想い出の昭和漫才』東・西 ［C57/ｵ］ 

『箱根細工 剣客商売より』 ［C64/ｲ］ 

 池波 正太郎/著、神谷 尚武/朗読 

『聴く、日本文学～朗読～』 [C64/ｷ] 

紺野 美沙子[ほか]/朗読 

『生きてるだけで、愛。』 [D77A/ｲ] ハピネット 

『獣害を止める基本』 [D61/ｼﾞ] 農山漁村文化協会 

『皇帝ペンギン ただいま』 ［D48/ｺ］ ハピネット 

『九段羽生善治』 ［D79/ｸ］ NHKエンタープライズ 

『百年の男』 ［D77/ﾋ］ NHKエンタープライズ 

『永い言い訳』 ［D77A/ﾅ］ バンダイビジュアル 

『足首・膝・腰・手首・肩・首のケアとトレーニング術』 ［D49/ｱ］ 

 

この他にも、朗読ＣＤや、只見線の車両を紹介した DVDなどが

新しく入りましたので、どうぞご利用下さい。 

休：休館日  
ラ：ライブリックシアター  

４月２４日（土） ざんねんないきもの事典 
５月２９日（土） ヒューゴの不思議な発明 
６月１９日（土） 天のしずく 辰巳芳子”いのちのスープ“ 

絵：絵本の音楽会 ５月２２日（土） 
は：はじめての古文書 ６月５日（土）、６月１２日（土）、６月１９日（土） 



 

 
『政治参加の近代－近代日本形成期の地域振興-』 

徳竹 剛/著 清文堂 [093.1／ト] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般おすすめ新着図書 

『図書館の外は嵐－穂村弘の読書日記－』 

穂村 弘/著 文藝春秋 [019.9／ホ] 

『桜庭一樹のシネマ桜吹雪』 

桜庭 一樹/著 文藝春秋 [778.2/サ] 

図書館勤務の２０代女

子、麦本三歩のあいかわら

ず  だけど、ちょっと新しい

日々。 

麦本三歩に訪れる色々

な出会いと、なにげない日

常を描いた心温まる連作短

篇集です。 

『キネマ旬報』『週刊文春』

で連載されていた桜庭一樹

による映画評論が一冊の本

になりました。 

読み進めていくたび、  

観たい映画も増えていき、

おうち時間を楽しませてくれ

ます。 

大人になった今、改めて

グリム童話を読んでみませ

んか。自分で楽しむことはも

ちろん、読み聞かせのしや

すさを３段階で表示してい

ますので、お子さんと一緒

に楽しめます。素敵な挿絵

も見どころです。 

『出して焼くだけ！冷凍保存 de朝ごパン』 

moto/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [596.6／モ] 

 

 

『麦本三歩の好きなもの 第 2集』 

住野 よる/著 幻冬舎 [Ｆ／ス／２] 

『夜ふけに読みたい動物たちのグリム童話』   

グリム兄弟/著 井口 富美子/監訳       

吉澤 康子＋和爾 桃子/編訳 平凡社 [943.6/グ] 

食パンに具をのせて 

冷凍保存しておけば、 

朝は冷凍庫から出して 

トースターで焼くだけで 

美味しい朝ごパンの完成

です。 

忙しい朝に役立つレシ

ピを紹介します。 

『薬日本堂のおうち漢方 365日』 

薬日本堂/監修 家の光協会 [490.9／ク] 

『かなしき時は君を思へり』 

山下 多恵子/著 未知谷 [910.2／イ] 

 

 漢方の考え方は、人と

自然は一体。３６５日、  

季節の移ろいに沿った 

一日一つの養生法が紹

介されています。 

食事・運動・入浴・美容

など生活に役立つヒント

が満載。心も身体も満た

されます。 

２６歳という若さで逝っ

た石川啄木。短く、あまり

にも悲しいことの多かった

人生で、かなしき時に思っ

た君とは。 

妻、母、娘・・・など、啄

木と深くかかわった五人

の女性について語りま

す。 

 歌人・穂村弘が旅先で 

読むために選んだミステリ

小説、近所のコンビニで 

買った漫画など様々な  

場所で手に取った本を  

丁寧に読み解いていきま

す。著者の本棚を眺めて

いるような不思議な気持ち

になる１冊です。 

 明治期の地方政治史に

ついてまとめた論文集。 

敷設運動の開始から全通

まで約３０年かけて完成 

した岩越線（現在の磐越西

線）はいかに帝国議会で 

議論されてきたのか。渋沢

栄一も敷設に関わってお

り、興味深いです。 

 



 ティーンズコーナーからのお知らせ 

奴隷から生まれた子どもは生まれな

がらに奴隷という制度のもと、幼い頃

から初代アメリカ大統領のワシントン

夫妻の奴隷であったオーナだが、ある

ことをきっかけに逃亡を決意する。 

危険や過酷さにも勝る「自由」を求め

て行動したオーナの伝記。 

1657 年の所在確認を最後に行方

知れずとなったある貴重な書物を

探すイギリスの大学図書館員の 

ペナンブラは、アメリカにまで手を

広げていた。「24 時間書店」を巻き

込んだ書物をめぐる冒険を描く。 

亡くなった父と同じラッパーを目指す

16 歳の女子高生のブリアンナは  

ゲットーと呼ばれる地区に住む。  

差別や偏見が当たり前にある日常を

自分のラップで変えたいと切に願う

が事態は思わぬ方向に。 

裕福な国や人々が大量に排出し

てきた温室効果ガスによる気候変

動は気候危機と言われる状況に

ある。社会問題と密接に関わる気

候正義という考え方を基に、問題

点を示しつつどう危機に向かうべ

きか、いくつかの策を提示する。 

『オン・ザ・カム・アップ いま、這いあがるとき』 

アンジー・トーマス/作 服部理佳/訳  

装丁/こやまたかこ 岩崎書店 [Y/933.7/ト] 

『はじまりの 24 時間書店』 ロビン・スローン/著  

島村浩子/訳 装画・挿絵/スカイエマ  

装幀/中村聡 東京創元社 [Y/933.7/ス] 

その他の新着図書 

『10 代の[性の悩み]白書』 思春期外来 in 上野皮フ

科・婦人科クリニック/著 扶桑社［Y/367.9/ジ］ 

『図解でわかる 14 歳から知る食べ物と人類の 1 万年

史』 インフォビジュアル研究所/著  

太田出版 [Y/611.3/ズ] 

『夜叉神川』 安東みきえ/著 講談社 [Y/F/ア]

『詩人になりたいわたしX
ｴｯｸｽ

』 エリザベス・アセヴェド

/作 田中亜希子/訳 小学館 [Y/933.7/ア]

『ダリウスは今日も生きづらい』 アディーブ・コラー

ム/著 三辺律子/訳 集英社 [Y/933.7/コ]

 

 

『わたしは大統領の奴隷だった』 エリカ・アームスト

ロング・ダンバー/著 キャサリン・ヴァン・クリーヴ/著 

渋谷弘子/訳 汐文社 ［Y/289.3/ジ］ 

ティーンズに寄贈されました 

『花屋の倅と寺息子』 葛来奈都/著 三交社 

[Y/F/カ] 

『華鬼』1～4 梨沙/著  イースト・プレス 

[Y/F/リ/1～4]  

『ぼくらのきせき ほのぼのログ』 深町なか/原

案 藤谷燈子/著 KADOKAWA [Y/F/フ] 

『新訳 メアリと魔女の花』  

メアリー・スチュアート/著 越前敏弥/中田有

紀/訳 KADOKAWA [Y/933.7/ス] 

『気候変動から世界をまもる 30の方法 わたしたちの

クライメート・ジャスティス！』 国際環境 NGO FoE 

Japan/編 合同出版 ［Y/519/キ］ 

祝入学・進級！会津若松市立北会津中学校
図書委員のみなさんがおすすめする一冊 
～中学校時代に読みたい本～」開催！ 
期間：５月１日（土）～６月２９日（火） 

北会津中学校の生徒さんたちが推す一冊を 

ご覧ください。 

 

 

中 学 生 、高 校 生がお す す めす る 図書   

「Our Book」を手書きのポップとともに展

示しています。 

期間；4 月 1日（木）から 4 月 29日（木） 

場所：一般図書フロア ティーンズコーナー 

 

 

自分のお気に入りの図書を紹介してみません

か？カウンターでいつでもお受けしています。

用紙はティーンズコーナーに常時設置して 

います。 

おたのしみに！ 


