
 

 
 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 4年１０月１日 No.43  

会津図書館 編・発行  

℡0242-22-4711 

ピックアップ展示コーナー 

「今、芸術の秋～博物館・美術館散策～」 

【展示期間：令和４年１０月１日(土)～１１月２８日（月）】 

「障がいを知り、理解を深めよう」 

【期間：12月 1日（水）～12月 27日（月）】  

場所：一般図書フロア ミニ展示コーナー 
 

「会津藩祖・保科正之没後３５０年」 

【期間：11月 1日（火）～１２月２７日（火）】 

場所：一般図書フロア 展示コーナー 

 

◆今後の展示コーナーのお知らせ◆ 

 

「会津若松市デジタルアーカイブ」で戦前の写真と絵はがきの画像を公開しています！ 

会津若松市内を中心に変わりゆく街並みや鶴ヶ城、東山温泉、飯盛山などの観光地、神社仏閣などの写真

と絵はがきを公開します。明治・大正・昭和戦前の時代を感じてみませんか。※画像は順次追加予定です。 

「阿弥陀寺」（七日町） 

御三階の左側に、大仏
様が写っています。 
大仏様は太平洋戦争の
金属供出にあい、台座
のみ残されています。
御三階の場所も現在と
は違っていますね。 

「彼岸獅子舞」（馬場町） 

今から１０４年前の大正
７年３月に撮影された
写真です。彼岸獅子を
見ようと商家の軒先に
多くの人々が集まって
います。当時の服装に
も注目です。 
 

「会津若松市デジタルアーカイブ」を見るには？ 

会津図書館または会津若松市ホームページの 
トップ画面にあるバナーをクリック！ 

写真、絵はがきの他にも、江戸時代の「若松
城下絵図」や「参勤交代行列図」、会津藩士の
系譜なども見ることができます。画像は一部
を除き、印刷・ダウンロードができます。 

芸術の秋・・・ 

博物館や美術館

に関する本を展

示しています。 

是非お立ち寄り

ください。 

一般展示コーナー 

「鉄道開業１５０年」 

【展示期間：令和４年１０月３０日(日)まで】 

 

★★★ GO！GO！あいづね号！ ★★★ 

「大町通り秋の歩行者天国」に移動図書館あいづね号が参加し、本の貸出を行います！ 

★日時：1０月 1０日（月・祝） 午前１０時半～午後４時   ★貸出冊数・・・１人８冊まで 

★場所：大町通り（アサヒ理容店前～ホワイト急便店前） ★貸出期間・・・１５日間（図書館に返却） 

 

 



展示予告 「本の夜会 テーマ『ファンタジー』」【期間：11月１日（火）～１2月２7日（火）】 

本の夜会当日に紹介した本のほか、ファンタジーを主題とした文学作品や図鑑、読書案内などを展示します！ 
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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 

古：古文書講座中級編：１０月８日（土）     ・１０月１５日（土） 

移：GO!GO!あいづね号：１０月１０日（月・祝）  ・１１月５日（土）         

夜：本の夜会：１０月２３日（日）        ・１２月１０日（土） 

ビ：会津ビブリオバトル：１１月６日（日） 

対象：会津地域に在住・在学・在勤の、 

中学生以上の方 20名 程度（先着順） 

    ※中学生は保護者と一緒に参加してください 

受付期間：１０月１日(土)～22日(土) 

※「話したい」方は 16日(日)まで 

申込方法：①申込用紙を記入し、窓口か 

FAX（0242-22-4702） 

②右の二次元バーコードより 

応募フォームへアクセス 

 

職員がお話しするほか、参加者の皆さんからも、 

「本を紹介・朗読したい！」という方を募集します。 

ぜひご参加ください！ 
※参加の際は、マスク着用と手指消毒をお願いします。 

また、体調不良時には参加を見送る等、感染対策に 

ご協力ください。 

テーマからイメージ

した本を、紹介・ 

朗読します！ 

 

フタつきの飲み物(アルコール以外)  

持ち込みできます♪ 

 
18時 30分から 20時まで※開場 18時 20分 

場所：会津図書館一般フロア 



 

『調べ物に役立つ図書館のデータベース』 
小曽川 真貴/著 勉誠出版 [015／コ] 

 

 

【新着DVD】 

『体操しようよ』 菊地 健雄∥監督、草刈 正雄 

[ほか]∥出演、ハピネット ［D77A/ﾀ］ 

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 廣木 隆一∥監督、東野 

圭吾∥原作、山田 涼介[ほか]∥出演、

KADOKAWA ［D77A/ﾅ］ 

『ビリーブ 未来への大逆転』 ﾐﾐ･ﾚﾀﾞｰ∥監督、 

ﾌｪﾘｼﾃｨ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥出演、ギャガ ［D77B/ﾋﾞ］ 

『シリアにて』 ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｳﾞｧﾝ･ﾚｳ∥監督、ﾋｱﾑ･ｱｯﾊﾞｽ

[ほか]∥出演、ブロードウェイ ［D77B/ｼ］ 

【新着 CD】 

『思い出の吹奏楽名曲集』 東京佼成ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ

∥演奏、日本コロムビア ［C12/ﾄ］ 

『雅楽ベスト決定版』 宮内庁楽部楽友会∥演奏、

King Record ［C31/ｶﾞ］ 

『半七捕物帳 半鐘の怪』 岡本 綺堂∥著、大津 

千絵∥朗読、ことのは出版 ［C64/ｵ］ 

 

 

 

『夜の道標』 
芦沢 央/著 中央公論新社 [F／ア] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般おすすめ新着図書 

『魅きつける！スイーツ・パッケージ 

・デザイン・コレクション』 
インパクト・コミュニケーションズ/編 

グラフィック社 [675.1/ヒ] 

１９９６年、恩人の塾講師

を殺害した男が自首寸前

に忽然と姿を消した。 

事件から２年後も男を追

い続ける刑事、男を匿う

女、父から虐待を受け男か

ら食べ物を乞う小学生。 

登場人物らが絡み合い、謎

は深まる。 時代背景や社

会問題と切り離せない切

ない物語。 

見ているだけで楽しくな

ってしまう、和菓子・洋菓子

の１１５ブランドのパッケー

ジを、デザインコンセプトや

素材・加工の特徴などとと

もに紹介。思わず手に取り

たくなる、おしゃれなパッケ

ージが沢山！ 

 『小公子』を日本で初め

て翻訳した若松賤子（わか

まつ しずこ）。会津藩士の

長女として生まれた賤子

（本名：甲子）は、戊辰戦争

を生き延び、横浜で婦人

宣教師メアリー・E・キダー

と出会い、才能を開花さ

せていく。新しい時代を力

強く生きた生涯を描く。 

『空を駆ける』   

梶 よう子/著 集英社  [F／カ] 

図書館の蔵書検索や  

新聞、雑誌、論文等、様々な

データベースの基本的な 

使い方をまとめた１冊。 

初めて触れる人がわかり

やすいよう、「情報の探し

方」の紹介やキーワード  

設定の仕方なども丁寧に 

解説されている。会津図書

館で使えるデータベースも

掲載。 

『Woman's Style 100』 
ヤマザキ マリ/監修 昭文社 

世界の女性偉人たち…[280.4/ウ] 

日本の女性偉人たち…[281.0/ウ] 

 歴史上の人物から、現代を生きる人物まで、 

世界や日本で活躍した、あるいは活躍中の女性 

１００人について紹介する１冊。 

 １人あたり１～２ページほどでまとめられ、それ

ぞれの人生史や主な活動内容が書かれている。 

 今年逝去されたエリザベス女王（エリザベス２

世）や、ファッションデザイナーの森英恵氏も収録

されている。 



  

うんこの化石は学術上「生痕化

石」といわれる。その主の特定は難

しいが、生態を知るうえで貴重なも

のである。三葉虫や恐竜の生痕化

石も研究されているが、手がかり

から解読、推理する手法は探偵学

に例えられるという。謎が多い古生

物学の世界を楽しもう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただの岩塊にしかみえないものを

生痕化石と確定する条件、 

２０１１年の震災後の春休み、母

の故郷、イタリアの祖母の元を訪れ

た中２のエリーは、衝撃の事実を 

知る。また、広島の祖父から聞いた

原爆投下時の様子。それぞれの国

で戦争を体験した人々が乗り越え

てきた苦しみを思い、自分の名前

に込められた思いを知る。 

１２歳のテッドと家族は、おばとい

とこのサリムと一緒にロンドン市内

観光に出かける。大観覧車ロンドン・

アイにサリムが乗りこみ、降りてくる

のを地上で見守るが、降りてきた乗

客の中にサリムはいなかった。いっ

たいどこへ？行方を追ってテッドが

謎を解く長編ミステリー。 

海外で自然災害や戦争などが 

起こると明らかになるのは、食を

輸入に頼る日本の食料自給率の 

低さ。輸入に頼らず、様々な事態に

備えるために必要なことは？食と

農への関心が日本の農業を変える

かも。農水省 YouTuber が農業

の魅力を紹介！ 

 
『ロンドン・アイの謎』  シヴォーン・ダウド/著    

越前敏弥/訳 船津真琴/装画 中村聡/装幀  

東京創元社  [Y/933.7/ダ] 

『パンに書かれた言葉』  

朽木祥/作 小学館 [Y/F/ク] 

新着図書（知識の本） 
『わたしからはじまる！SDGｓ』  

川廷昌弘/編著 風鳴舎 ［Y/333.8/カ］ 

『13歳からの経営の教科書「ビジネス」と 

「生き抜く力」を学べる青春物語』  

岩尾俊兵/著 KADOKAWA [Y/335/イ] 

『トビタテ！ LGBTQ＋６人のハイスクール・ 

ストーリー』  野原くろ エスムラルダ/作  

サウザンブックス社 [Y/367.9/ノ]

『車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高にかっ

こいい。』 古澤拓也/著 小学館 ［Ｙ/783.1/フ］ 

『エモい古語辞典』  

堀越英美/著 朝日出版社 ［Y/814.6/ホ］ 

 

『こっそり楽しむうんこ化石の世界 食事から推理

する古生物たちの最期うんこミステリー』  

土屋健/著 技術評論社  ［Y/457.8/ツ］  

『タガヤセ！日本 「農水省の白石さん」が農業の

魅力教えます』  白石優生/著 

河出書房新社 ［Y/612.1/シ］ 

新着図書（よみもの） 
『グレイッシュ』 

大島恵真/作 文研出版 [Y/F/オ] 

『星の町騒動記～オオカミさまあらわる～』  

樫崎茜/著 理論社 ［Y/F/カ］ 

『母の国、父の国』  

小手鞠るい/著 さ・え・ら書房 ［Y/F/コ］ 

『エドワードへの手紙』 アン・ナポリターノ/著  

桑原洋子/訳 河出書房新社 [Y/933.7/ナ] 

『住所、不定』  スーザン・ニールセン/作  

長友恵子/訳 岩波書店 ［Y/933.7/ニ］ 

 

 

 

生徒の皆さんの手書きポ

ップ付きでおすすめの本

を展示します！ 

【展示期間】 

11月 28日（月）まで 

 

 

 

日時：令和 4年 11月 6日（日） 

午前 10時 40分～12時 

会場：會津稽古堂 1階多目的ホール 

内容：中学生、高校生による本の紹介を聞いて、 

一番読んでみたいと思った本を選びます。 

対象・定員：小学校高学年以上の方 100名まで 

※申込不要・入場無料 

※検温、マスク着用など新型コロナウイルス感染

症対策にご協力をお願いします。 

※内容は状況により変更になる場合があります。 


