
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 4 月 1 日 No.４1  
会津図書館 編・発行  
℡0242-22-4711 

「会津若松市デジタルアーカイブ」公開しました！ 

会津図書館が所蔵する資料の中から、会津藩士の系譜（『諸士系譜』）や幕末から

明治初めにかけての会津藩士の名簿（分限帳、人別帳）、地誌『新編会津風土記』の 

古文書と「若松城下絵図」「会津藩主参勤交代行列図」などの画像をインターネットで

ご覧いただけます。 

会津図書館ホームページ内のバナーリンクからアクセスすることができます。 

1.貴重資料の高精細画像を閲覧できます。 

2.会津藩士の系譜をデータベース化しました。 

◆高精細画像を簡単な操作で拡大・縮小、 

移動・回転できます。 

◆複数の画像を並べて閲覧できます。 

◆明度やコントラストの調整、色反転などが 

できます。 

◆画像データを印刷・ダウンロードできます。 

※印刷・ダウンロードできるのは、 

CC（クリエイティブ・コモンズ）ライセンス

の表示がある資料のみです。 

 

◆会津藩士の系譜（『諸士系譜』）と幕末から明治に 

かけての会津藩士の名簿（分限帳、人別帳）を  

基に「会津藩士データベース」を作成しました。 

◆会津藩士一覧から、藩士の氏名、町名などを  

手掛かりに検索ができ、掲載史料（原本）を閲覧

できます。 

◆幕末の城下地図と現在の地図（国土地理院標準

地図）や空中写真を重ねた画像を見ることが  

でき、重ねた地図や空中写真の透明度を調整  

できます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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（一般図書フロア展示コーナー）             （ピックアップ展示コーナー） 

「文学賞・文化賞受賞作品 2021」       「はじめてのベランダガーデニング」 

「新生活応援！」                   【期間：５月 2９日（日）まで】 

【期間：4月 27日（水）まで】 

図書館イベントカレンダー 

休：休館日  
ラ：ライブリックシアター 

4月 30日（土）「小さなバイキング ビッケ」（82分）  

5月 28日（土）「次郎長三国志」（126分） 

6月 25日（土）「わが命つきるとも」（１20分） 

 

◆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 

◆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 

 

２月より、第一生命保険株式会社福島支社様が、 

3誌の雑誌スポンサーとなりました。 

カバー裏の広告と併せてご覧ください。 

「オレンジページ」（2022年 3月 2日号より） 

「モノ・マガジン」（2022年 3月 2日号より） 

「ランナーズ」（2022年 4月号より） 

 

新しい雑誌が入りました！ 

ご寄贈ありがとうございます！ 



 

『獣医師が考案した一汁一菜長生き犬ごはん 
こだわりの安心レシピ&作り置きOK!』 

林 美彩/著 古山 範子/監修  
世界文化社 [645.6/ハ] 
 

 

【小説】『コンクールシェフ』 

五十嵐 貴久/著 講談社 ［Ｆ/イ］ 

【小説】『ロング・アフタヌーン』 

葉真中 顕/著 中央公論新社 ［Ｆ/ハ］ 

【小説】『風の港』  

村山 早紀/著 徳間書店 ［Ｆ/ム］ 

【伝記】『国境を超えたウクライナ人』 

オリガ ホメンコ/著 群像社 ［283.8/ホ］ 

【医学】『がんの?に答える本』 

 日本対がん協会∥監修 学研プラス 

［494.5/ガ］ 

【エッセイ】『６０歳からのほどよい暮らし』 

 石黒 智子/著 PHP研究所 ［590.4/イ］ 

【料理】『家族のつくおき』 

nozomi/著 主婦の友社 ［596/ノ］ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般おすすめ新着図書 

『美しい純喫茶の写真集』 

品川 亮/[編]著 パイインターナショナル [673.9/ウ] 

トリアージとは、限られた

医療資源の中で治療の優先

順位を決めること。 

新型コロナ第三波が迫る大

阪の病院で、研修医４年目

の瀧村は重症化する患者の

治療に当たっていた。救命

か延命かの選択を迫られ葛

藤し続ける医療の現場を描

く、ノンフィクション的物語。 

  “昭和の懐かしさ”を

残した、全国の喫茶店  

３０軒を紹介する写真

集。家具や内装、ドア、 

看板、食器など、至る所

にレトロな美しさが感じ

られます。 

福島県からは、喜多方

市・いわき市の純喫茶を

掲載。 

それぞれの世代に、 

それぞれの悩みや壁が 

あり、一人ひとりに物語

がある。 

テレビ局を舞台にした

世代も性別もバラバラな

４人の連作短編集です。 

『トリアージ』 
犬養 楓/著 書肆侃侃房社 [F/イ] 

『砂嵐に星屑』   
一穂ミチ/著 幻冬舎 [F/イ] 

２００８年から２０１１年

３月１１日までに亡くなっ

た有名・無名の人々（サリ

ンジャー、忌野清志郎、 

佐野洋子等）２８人の全盛

期と晩年を描く。「晩年図

巻」シリーズを通して１９

９０年から２２年余りの

現代史としても興味深く

読める１冊です。 

『人間晩年図巻 ２００８－１１年３月１１日』   
関川 夏央/著 岩波書店 [280.4/セ/2008] 

獣医師である著者が 

日本の伝統的な食事法

である“一汁一菜”をテ

ーマに、 旬の季節の食

材を使った、ワンコと味

付けをすれば飼い主さ

んも食べられるレシピ

をご紹介！ 

ワ ン コ も 一 緒 に   

長生きしませんか？ 



新着図書紹介

４月２７日（水）まで、ティーンズ展示コーナーで

中高生のみなさんから寄せられたおすすめ本の

紹介カードを本とともに展示しています。どうぞ

ご覧ください。 

また、みなさんからのおすすめ本を紹介カードに

記入しお寄せください。随時受け付けています。

なお、 紹介カードはティーンズコーナーで配布中

です。 

 

 

 

父の転勤先は何とインド！欧米転勤

の期待を打ち破り、中 3のはるかが

家族 3 人で移り住んだ地では常識

をくつがえされることばかり。しかし

次第に文化や食の奥深さ、スラムの

存在などに気が付いて…。インドで

生活した 3 年間を現役高校生が生

き生きと描く。 

異性等との付き合いについて、 海

外の高校生たちが考えるコミック。

同意はあった？なかった？自分  

たちの大切な心とからだを守る  

ために、対等で健全な恋愛関係に

ついて知ろう！巻末に用語解説、 

相談先一覧あり。 

 

私立の女子中に通うタマキは K-

POP アイドルのノべバの熱烈   

ファンだが、来日コンサートに行く

のは夢のまた夢。そんなとき学校

で韓国への短期留学の募集が  

あり…。「好き」から生まれる意欲

や、つながりを描く。 

 

座り込みや一時退去、手をつない

だり鍋を打ち鳴らしたりなど、 

抗議の仕方は様々。古代から現代

まで、不公平な社会に耐えかねて

普通の人々が行った、非暴力的な

社会運動（抗議活動）の数々を 

歴史とともに紹介する。 

『アイドルが好き！』 イノウエミホコ/作 

くまぞう/イラスト くもん出版  [Y/F/イ] 

『考えたことある？性的同意 知らないってダメ

かも』 ピート・ワリス、タリア・ワリス/作  

ジョセフ・ウィルキンズ/絵 上田勢子/訳  

子どもの未来社 [Y/367.9/ウ] 

『流れが見えてくる世界史図鑑』  

かみゆ歴史編集部/編著 ナツメ社 ［Y/209/ナ］ 

『統計学の絵本』  

竹内俊彦/著 山口真理子/絵 オーム社 

［Ｙ/417/タ］ 

『地学博士も驚いた!ヤバい「地球図鑑」』  

渡邉 克晃∥著 青春出版社 [Y/450/ワ] 

『よみがえれ、マンモス！近畿大学マンモス復活プロ

ジェクト』 令丈ヒロ子/著 講談社  

［Ｙ/457.8/レ］ 

 

 

『JK、インドで常識ぶっ壊される』 熊谷はるか/著  

河出書房新社  ［Y/292.5/ク］  

『プロテストってなに？世界を変えたさまざまな社

会運動』 アリス＆エミリー・ハワース＝ブース/著 

糟野桃代/訳 青幻舎 ［Y/309.0/ハ］ 

『食べものが足りない！食料危機問題がわかる本』  

井出留美/著 旬報社 ［Y/611.3/イ］ 

『もじモジ探偵団 まちで見かける文字デザインの

秘密』  雪朱里/著 ヒグチユウコ/イラスト 

グラフィック社 [Y/727.8/ユ] 

『わくわく！納得！手話トーク』 

松岡和美/著 高野乃子/マンガ くろしお出版 

［Y/801.9/マ］ 

 

４月、新入学、進級で新たな学校生活が始まります。

「新生活応援！」展示は主に一般のみなさん向け 

ですが、コミュニケーションやマナーなど、中高生の

みなさんにも役に立つ図書が展示されています。 

見つけてみてね！ 

展示期間：４月２７日（水）まで 

 

 

新着知識の本 


