
 

 

 

 

 ミニ展示コーナー 
「古文書に親しむ本」 
【期間：10月 30日(日)まで】 

 ピックアップ展示コーナー 
「発酵食はいかが？」 
【期間：7月 27日(水)まで】 
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ピックアップ展示コーナー 

「認知症を知る」 
【期間：7月 29日(金)から】 

ミニ展示コーナー 

「新選組展 2022」 
【期間：7月 1日（金）から】 

ゼロカーボンシティ宣言のパネルとともに、 
環境問題やＳＤＧｓ、原発事故からの環境再生に
ついて等の本を展示しています。 

発酵食を取り入れた食生活をしてみませんか。 
関連する料理や菓子類のレシピ本を紹介しています。 

古 文書 講座 の 
開講に合わせて、
古 文 書 読 解 に 
役立つ本を展示
しています。 

（環境生活課コラボ展示） 

「６月は環境月間」 

【期間：7月 27日（水）まで】 
 

 「松江豊寿 生誕１50年～板東俘虜収容所所長から第９代若松市長へ」  

【期間：8月29日（月）まで】  
松江豊寿は、明治５（1872）年６月６日、若松甲賀町に生まれ

ました。生誕１50 年を記念し、鳴門市立図書館と連携して関連

図書を展示し、下記のパンフレットを配布します。 

ぜひ、ご覧ください。 

【配布パンフレット ※数に限りがあります。】 

『国指定史跡 板東俘虜収容所跡』 『鳴門市ドイツ館』 

『歓喜の歌渦巻く鳴門 観光ガイドブック』 

『徳島県鳴門西パーキングエリア周辺（大麻エリア）観光マップ』 

『わざの回廊 まちなみ探訪ウォーキングマップ』 

『鳴門市立図書館利用案内』 

７月２３日（土）から９月１９日

（月・祝）まで福島県立博物館

で「新選組展 2022－史料

から辿る足跡－」が開催され

ます。それに併せて、評伝や

小説など新選組に関連する

図書を展示します。 

 

９月は世界アルツハイマー月間

として、認知症への理解を  

深める活動が行われていま

す。それに併せて、認知症の人

や家族が書いた本、認知症を

知るための本、本人や家族を

支える本等を展示します。 



 

新着DVD 

『旅猫リポート』 三木 康一郎∥監督、有川 浩∥原作、

福士 蒼汰[ほか]∥出演 ［D77A/ﾀ/］ 

『犬部!』 篠原 哲雄∥監督、林 遣都[ほか]∥出演 

［D77A/ｲ/］ 

『国宝へようこそ 第 1巻』 語り:余貴美子 

         ［D70/ｺ/1］ 

新着 CD 

『朗読喫茶 噺の籠 あらすじで聴く文学全集 4』 

・「檸檬」、「人間失格」、「桜の森の満開の下」収録 

福山 潤∥[ほか]朗読 ［C64/ﾛ/4］ 

『みんなで楽しむ 5分落語』 

・「時そば」、「寿限無」など１０演目を収録 

柳家 わさび∥[ほか]口演 ［C56/ﾐ/］ 

 

 

 

 

 

開場

時間 
9月 17日（土） 9月 18日（日） 9月 19日（月・祝） 

午前 9時

30分 

「ドライブ・マイ・カー」(179分) 

※15歳未満入場不可 
「おくりびと」(１30分) 「スパイの妻」(１１５分) 

午後 1時

30分 
「スパイの妻」(１１５分) 

「ドライブ・マイ・カー」(179分) 

※15歳未満入場不可 

「ドライブ・マイ・カー」(179分) 

※15歳未満入場不可 
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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   シ：稽古堂シネマ   古：古文書講座 中級編 

◆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。） 

 

【ライブリックシアター上映作品】 

7月 16日（土）「生きているだけで、愛」（109分） 

８月 6日（土）「長ぐつをはいたネコ」（90分） 

稽古堂シネマ 2022 《国際映画賞受賞作品セレクション》 

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

 

(会場)會津稽古堂 １階 多目的ホール  (定員)１００名 

※詳しくは、會津稽古堂ホームページや館内ポスターなどのお知らせをご覧ください。 

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

 

３日間に渡り、国際映画賞を受賞した邦画の話題作を上映します！ぜひ、ご覧ください。 



 

『やりなおし世界文学』 
津村  記久子/著 新潮社 [904/ツ] 

【小説】『生者のポエトリー』 

岩井 圭也/著 集英社 ［Ｆ/イ］ 

【小説】『カレーの時間』 

寺地 はるな/著 実業之日本社 ［Ｆ/テ］ 

【小説】『うまたん』  

東川 篤哉/著 PHP研究所 ［Ｆ/ヒ］ 

【地理】『読むだけで世界地図が頭に入る本』 

井田 仁康/編著 ダイヤモンド社 ［290/イ］ 

【動物】『いきもの六法』 

    中島 慶二・益子 知樹/監修 

山と溪谷社いきもの部/編 山と溪谷社  

［480.9/イ］ 

【園芸】『剪定「コツ」の教科書』 

    木下 透/著 講談社 ［627.7/キ］ 

【文学】『短歌の時間』 

東 直子/編著 春陽堂書店 ［911.1/ヒ］ 

 

  

『サステイナブルに暮らしたい』  

服部雄一郎・服部麻子/著 アノニマ・スタジオ [590.4/ハ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般おすすめ新着図書 

『科学のトリセツ』 
元村 有希子/著 毎日新聞出版 [673.9/ウ] 

 旧新鶴村で生まれ、 

高校教員をしながら  

地理学・民俗学の研究を

行った山口弥一郎の  

業績を時系列で紹介。 

東日本大震災後、山口弥

一郎の著作『津浪と村』

が復刊され、津波研究や

災害復興に関して注目

を集めています。 

  「科学」と聞くと、自分

とは遠いところにある、

何か難しいもののように

感じる方も多いかもしれ

ません。 

本書は、１項目１ページ

程で科学に関する話題を

取り上げた「トリセツ」で

す。ぜひ科学を身近に感

じ、面白がりながら読ん

でみてください。 

忙しい日、料理を作る

のが少し億劫な日。火を

使うよりも時短で洗い物

も少ないレンジ飯はいか

がでしょうか。副菜・主

菜・ご飯ものからデザー

トまで、１００のレンジ飯

レシピを紹介します。 

『至高のレンジ飯   

面倒ぜんぶ省略!容器 1つで感動レシピ 100』 
リュウジ/著  KADOKAWA  [596/リ] 

『山口弥一郎のみた東北』 
内山大介・辻本侑生／著 文化書房博文社 ［092.8/ヤ］ 

 

都会のオフィスで働いて

いた夫婦が、環境意識を 

深めるようになり、ついに

高知県に移住。未来を見据

え、ゼロウエイストやプラス

チックフリーを心掛ける 

生活を実践しています。 

無理をせず心地よい暮ら

しを楽しむ、そんな家族の

様子を綴った生活エッセイ

です。 

聞いたことがあるよ

うな…知っているよう

な知らないような… 

目次を見てそう感じた

あなたに、ぜひ読んで

ほしい一冊！おもしろ

いエッセイを読んでいる

ような文学案内に、  

好奇心をくすぐられる

こと間違いなしです。 



新着図書紹介

8月２9日（月）まで、ティーンズ展示

コーナーで 2019年からの課題図書

の展示をしています。        

夏休みの読書感想文にお役立てくだ

さい。 

 

 

 

 

一人暮らしで住まいを借りるとき、

働いてお給料をもらったとき、  

税金、社会保障、選挙、投資、結婚、

老後まで、社会生活をする上で  

知らなかったでは済まされない 

ことも。進学や就職後に必要に  

なる様々な基礎知識をわかりやす

く解説する。 

12年前のマンション火災事故から、

奇跡的に助かったウォンは「奇跡の

少女」と言われ、世間の目を気にし

ながら生きてきた。高 2になりある

同級生との出会いが意識の変化を

もたらす。自分自身を生きるべく 

成長する姿を描く。 

手や顔の表情で会話をしていく

手話が、コミュニケーションとして

普通に行われていたアメリカの 

ある島での物語。島は孤立した 

地域ゆえの遺伝性難聴の人々が

多く暮らすが、なぜなのかはまだ

解明されていない。あるとき研究

者が島を訪れて事件が起こる。 

小さい頃から虫好きの著者は大人

になり昆虫学者になった。狙うの

は人気のある虫ではなく、マイナ

ーな極小の虫たち。コロナ禍で  

行動制限がある中、如何に自身の

好奇心を満たす研究ができたの

か。知られざる虫の世界を楽しも

う。 

『目で見ることばで話をさせて』  

アン・クレア・レゾット/作 横山和江/訳  

岩波書店 [Y/933.7/レ] 

『ユ・ウォン』 ペク・オニュ/著 吉原育子/訳  

祥伝社 [Y/929.1/ぺ] 

『世界を変えた 146 人の子ども 才能にめざめた

若者たちの物語』  

ルーラ・ブリッジポート/著 北川玲/訳  

創元社 ［Y/280/ブ］ 

『図解 はじめて学ぶみんなのお金』  

エディ ・レイノルズ  マシュー・オールダム     

ララ・ブライアン/文 浜崎絵梨/訳 ［Ｙ/337/ズ］ 

『図解でわかる 14歳からの自然災害と防災』  

社 会 応 援 ネ ッ ト ワ ー ク / 著  太 田 出 版 

[Y/369.3/ズ] 

 

 

『学校では教えてくれなかった 社会で生きていく

ために知っておきたい知識』  監修/泉美智子  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ  ［Y/365/ガ］  

『怪虫ざんまい 昆虫学者は今日も挙動不審』  

小松貴/著 新潮社刊 ［Y/486.0/コ］ 

『あの子のことは、なにも知らない』  

栗沢まり/作 ポプラ社 ［Y/F/ク］ 

『不思議屋「風待ち」』  西村友里/著  

文研出版 [Y/F/ニ] 

『少年空海 アインシュタイン 時空を超える』 

三田誠広/著 春陽堂書店 ［Y/F/ミ］ 

第 9回会津ビブリオバトル  
日時 令和 4年 11月 6日（日） 

予戦 9時 30分～10時 30分 

決戦 10時 40分～12時（一般公開） 

場所 會津稽古堂 

募集期間 令和4年7月1日（金）～9月29日（木） 

対象 市内の中学校・高等学校に通う生徒 

   （予戦、決戦ともに参加可能な方） 

この２次元コードから申し込めるよ！→ 

 

開催決定！
応募してね！ 


