
 

 

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」 
【展示期間：７月１日（木）～８月２９日（日）】 

 
 
 
 

 
 

「アウトドアを楽しもう！」 
【展示期間：７月１日（木）～８月２９日（日）】 

「立花隆さん追悼展示」 

【期間：6月 24日（木）～7月 31（土）】  
政治や科学、医療など幅広い分野を取材し、

「知の巨人」と呼ばれたジャーナリストで 

ノンフィクション作家である立花隆さんの  

著作を展示します。 
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会津図書館 編・発行  

℡0242-22-4711 

１年延期された「東京 2020オリンピック・パラリン

ピック」がいよいよ開催されます。オリンピックや 

パラリンピックの歴史や写真集など関連の本を 

集めました。会津若松市がホストタウンとなって 

いるタイ王国の料理、タイ語、観光ガイドなども、

ぜひご利用ください。 

「怖い話」 ピックアップ展示コーナー 

【展示期間：7月1日（木）～8月29日（日）】 

そろそろ本格的に夏になります。 

今回のピックアップ展示は「怖い話」と題して、 

怪談や怖い話、妖怪の本やホラー小説を集めました。 

夏の風物詩「怖い話」で、夏の暑さを乗り切りましょう。 

 

自然を満喫したい方におすすめの、キャンプや

バーベキュー、登山、釣りなど、アウトドアを 

楽しむための本を集めました。 

野鳥や水辺の生き物など自然観察に役立つ本 

などもありますので、ぜひご利用ください。 

「戦争と平和を考えよう」 

【期間：8月 1日（日）～8月 29（日）】  
今年、終戦から７６年を迎えます。 

戦争の証言や体験談、記録写真などを読み、

平和の大切さを考えてみませんか。 

◆９月からの展示コーナーのお知らせ◆ 
 

「実写化された小説・エッセイ」 

「会津若松市内や会津地方でロケをした映像作品」 

【期間：9月 1日（水）～10月 28日（木）】 

ドラマや映画は観たけれど原作は読んだことがないと

いう方は意外に多いのではないでしょうか。市内で 

ロケをした映像作品の原作も併せてご紹介します。 

この機会に原作をぜひ読んでみてください。 

「会津の文化人・西川満と台湾」 

【期間：7月 7日（水）～7月 31日（土）】  
初代会津若松市長の孫で、台湾文芸界に大きな

功績を残した西川満（にしかわ・みつる）さんの

関連図書と台南市政府の観光パンフレットを展示

します。 

◆ミニ展示コーナー◆ 
 

会津若松市でロケが行われました 
 

「聖（さとし）の青春」  

森 義隆∥監督 大崎 善生∥原作 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ ［D78/ト］  

文庫本［Y/796.0/ｵ］ 単行本は講談社［796.0/ｵ］ 

映画は松山ケンイチ主演、東出昌大ほか出演。 

難病を抱えながらも「名人」を目指し、２９歳の 

若さでこの世を去ったプロ棋士・村山聖の生涯を

描く。 



 

 

『古関裕而秘曲集（社歌・企業ソング編）』 

古関 正裕、刑部芳則/監修、日本コロムビア 

［C40/コ］ 

 古関裕而が生涯に作曲した約 400曲の 

社歌・企業ソングの中から 46曲を収録。 

『古関裕而秘曲集（歌謡曲編）』 

古関 正裕、刑部芳則/監修、日本コロムビア 

［C40/コ］ 

 戦前から戦中にかけて発表され、初めて

CD化された曲を中心に 48曲収録。 

 

 

 

『影裏』大友啓史/監督、アニプレックス［D77A/エ］ 

綾野剛・松田龍平出演作。芥川賞受賞作品を映画化。 

『四月の永い夢』中川龍太郎/監督、ギャガ［Ｄ77Ａ/シ］ 

モスクワ国際映画祭 W受賞作。 

『横道世之介』沖田修一/監督、アミューズソフト 

［Ｄ77Ａ/ヨ］高良健吾・吉高由里子出演作。柴田錬三郎

受賞した吉田修一の原作を映画化。 

『東京パラリンピック』渡辺公夫/監督、KADOKAWA

［D78/ト］1964年の東京パラリンピックを映した世界的

にも貴重なドキュメンタリー映画。 
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図書館イベントカレンダー 

「稽古堂シネマ 會津稽古堂 10周年記念ライブリックシアター 」 

  過去の上映作品から、もう一度見たいとご要望の多かった３作品を再上映します。 
 ぜひ、ご来場ください！ 

７月２２日（木・祝）「蝉しぐれ」（午後４時１１分終了予定） 

７月２３日（金・祝）「女優、母、そして樹木希林」（午後３時３６分終了予定） 

７月２４日（土）  「戦場にかける橋」（午後４時４２分終了予定） ※日本語字幕 

◆会場：會津稽古堂 １階 多目的ホール 
◆各回とも、午後１時３０分開場／午後２時開演 
◆定員２００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です。） 

【お問い合わせ】會津稽古堂 電話：0242-22-4700 FAX：0242-22-4702 

新 着 Ｃ Ｄ 新 着 Ｄ Ｖ Ｄ 

休：休館日  
古：古文書講座中級編 7月 3日・17日・31日、8月 21日、9月 4日・18日 

（全て土曜日） 
シ：稽古堂シネマ 詳細は上記の記事をご覧ください 
ラ：ライブリックシアター 
  8月 21日（土）すみっコぐらし（人気キャラクターのアニメ作品） 
  9月 18日（土）警察日記（「会津磐梯山麓の田舎町」を舞台にした人情喜劇） 



 

『ＹＡＭＭＡ（ヤンマ）の服にできるコト』 

山崎 ナナ/著 小学館 [095／ヤ] 
 

 

【小説】 

『小説８０５０』林 真理子/著 新潮社［Ｆ/ハ］ 

『リボルバー』原田 マハ/著 幻冬舎［Ｆ/ハ］ 

『捜査一課ＯＢ―ぼくの愛したオクトパス―』富樫 倫太郎/著 中央公論新社［Ｆ/ト］ 

【エッセイ】 

『おじさんはどう生きるか』松任谷 正隆/著 中央公論新社［914.6/マ］ 

『小福ときどき災難』群 ようこ/著 集英社［914.6/ム］ 

【外国文学】 

『女たちのニューヨーク』エリザベス・ギルバート/著 那波 かおり/訳 早川書房［933.7/ギ］ 

『キャクストン私設図書館』ジョン・コナリー/著 田中 志文/訳 東京創元社［933.7/コ］ 

【実用書】 

『東北親子で行きたい！ファミリーキャンプ場完全ガイド』メイツユニバーサルコンテンツ［291.2/ト］ 

『文房具―16人の手帳・ノート・文具の楽しみ―』高木 芳紀/著 翔泳社［589.7/ブ］ 

『おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク』山政小山園/著 淡交社［596.7/オ］ 

【郷土資料】 

『奥会津最後のマタギ―自然との共生を目指す山の番人』滝田 誠一郎／著 小学館［093.8/タ］ 

『会津花の栞―季節の花風景・春桜夏秋―』小杉 国夫／写真・文 歴史春秋出版［094/コ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般おすすめ新着図書 

『ワンパンで面倒なし！フライパン飯革命』 
リュウジ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ [596/リ] 

偉人の人生は、知れ

ば知るほど興味深い！

私たちの日本を形作って

きた偉人１００人の人生

の系譜を、ユニークな  

イラストで描いています。

代表的な句や名言 、  

偉業や功績、ちょっとした  

エピソードも紹介。 

読むほどに、もっと深く

知りたくなります。 

 

 

 

焼く、炒める、揚げる、 

煮る……鍋は不要 、    

フライパン１つでここまで   

できる！ 

フ ラ イ パ ン １ つ で   

作れる、簡単だけど最強

のレシピを紹介する１冊

です。 

初心者でも始められる

よう、基本的なステッチを

使用しています。 

四季を彩る身近な野花

が、ゆっくりゆっくり、一針

一針花開いていく時間

は、きっと素敵なおうち 

時間です。 

『偉人たちの人生図鑑』 

山﨑 圭一/監修  宝島社 [281.0]／イ] 

『小さな野花の刺しゅう』   
マカベアリス/著 成美堂出版 [594.2/マ] 

 会津木綿を用いたシン

プルな洋服を販売する

「YAMMA（ヤンマ）産業」。

デザイナーである著者

は、会津木綿とどのよう

に出会い、伝統産業を 

引き継ぐことになった

のか。模様の種類、織物

工場の様子など会津 

木綿の魅力を存分に 

紹介する１冊です。 

 



 

 ティーンズコーナーからのお知らせ 

江戸時代の浮世絵には人々とともに

動物が様々な形で描かれます。いか

に動物が身近な存在で、人々の生活

から切り離せない関係であったかが 

うかがえます。生き生きと、また    

コミカルに描かれた多くの動物たちに

思わず笑みがこぼれます。 

チキンの配達でたまたま出会った男

の自殺を手伝うはめになった男を描く

「チキン・ラン」、失恋から立ち直れず、

誘われるまま始めたなわとびで心を

落ち着かせていく男の「なわとび」  

など、どこか閉塞感を感じる社会に 

生きる韓国の若者を描く短編集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 歳のビルが乗ったヨットが大西洋

を航行中に嵐で難破。ビルはかろう

じてボートに移り一命をとりとめる。

一人で漂流するうち、同じ嵐で遭難

した少女を助けるが、言語も違う 

秘密めいた少女との過酷な漂流が

待ち受けていた。果たして二人は 

生還できるのか。 

「巳・己・已」これらの漢字の違い

がわかりますか？私たちが普段 

何気なく使用している漢字につい

て知らなかったことがたくさんあり

そうです。鷗外や漱石のエピソード

を交え、楽しくて奥深い漢字の  

世界を解説します。 

『少女と少年と海の物語』  クリス・ヴィック/著  

杉田七重/訳 木原未沙紀/装画 藤田知子/装幀

東京創元社 [Y/933.7/ビ] 

『オビー』  キム・ヘジン/著  カン・バンファ/訳 

ユン・ブンミ/訳 書肆侃侃房 [Y/929.1/キ] 

その他の新着図書 

『武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の

生き方』 宮田律/著 平凡社［Y/333.8/ミ］ 

『科学コンクール・自由研究を目指す中高生に必要な

もの』 堀剛史/著 パレード [Y/407/ホ] 

『「役に立たない」研究の未来』 初田哲夫・大隅良典・

隠岐さや香/著 柏書房 [Y/407/ヤ]

『ミステリ仕掛けの英単語』 桃戸ハル/原案 メデ

ィアビーコン/英文 学研プラス［Ｙ/837.7/モ］ 

『医学のひよこ』 

海堂尊/著 KADOKAWA ［Y/F/カ］ 

『それをＡＩ（あい）と呼ぶのは無理がある』  

 支倉凍砂/著 中央公論新社 ［Ｙ/Ｆ/ハ］ 

 

 

『浮世絵動物園 江戸の動物大集合！』       

赤木美智/著 渡邉晃/著 日野原健司/著 小学館 

［Y/721.8/ウ］ 

『学校では教えてくれないゆかいな漢字の話』 

今野真二/著 河出書房新社 ［Y/811.2/コ］ 

「第 67 回青少年読書感想文全国

コンクール課題図書」を展示中で

す。また過去の課題図書も集めて

いますのでご活用ください。  

～8月 29日まで 

新書コーナーができました！ 

学校の課題にもよく使われる新書を集めたコーナー

を設置しました。課題はもちろん、わかりやすく解説

している知識満載の新書で知識を増やしましょう！ 

中高生のみなさんにおすすめする 

お仕事の本のリスト（実用書編・  

小説編）ができました。それに   

合わせて本の展示を行っています。 

リストはコーナーで配布中です。 

展示中！ 

令和 3 年 11月 7日（日）開催！ 

発表者の募集は 7月 1日から 9月 30日まで 

詳しくはこちらをご覧ください！ 

ビブリオバトル 
開催します！ 


