
図 書 館 日 記 ２０１９年（令和元年）１２月 

図書館ギャラリーコンサートを開催します！ 

図書館では､閉館後にギター､

フルート､ベース､パーカッショ

ンを中心としたコンサートを開

催します｡ 

普段は静まり返っている図書

館で行われるコンサート､とても

幻想的です｡ 

ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか｡ 

日時：12 月 7 日(土)午後 6 時から 

（午後 5 時 30 分会場） 

場所：むつ市立図書館 展示ホール 

出演：『リトルバード＆あさか with フレンズ』 

※入場無料です｡ 

（１２月１日） 

１２月の特別展示＆イベントのお知らせ 

12 月の特別展示 

《一般書コーナー》 

○松本清張生誕 110 周年 

『私のものの見方考え方』 

松本 清張/著 

尾崎 秀樹/編･解説 

『空の城』  松本 清張/著 

『松本清張映像の世界 霧にかけた夢』  

林 悦子/著 

○おいしい読書 

『毎日食べたくなる絶品鍋』  大庭 英子/著 

『美しいおせちとおもてなし正月料理』  

主婦の友社/編 

『”ひと工夫”でテーブルがときめく 

持ちよりレシピ』  三溝 清美/著 

○図書館員の気まぐれ展示 

：日本のノーベル賞受賞者 

『ノーベル賞 117 年の記録』  

ノーベル賞の記録編集委員会/編 

『山中伸弥先生に､人生と iPS 細胞について 

聞いてみた』 山中 伸弥/著,緑 慎也/聞き手 

『生命科学の未来がん免疫治療と獲得免疫』  

本庶 佑/著 

 

《児童書コーナー》 

○クリスマス 

『サンタさんのトナカイ』  

ジャン･ブレット/作･絵,さいごう ようこ/訳 

『クリスマストレインしゅっぱつ』  

視覚デザイン研究所/さく,くにすえ たくし/え 

『プレゼントの木』 いもと ようこ/作絵 

○ミステリー 

『名探偵シャーロック･ホームズ 

ガチョウと青い宝石』 コナン･ドイル/作 

『くらのかみ』  

小野 不由美/著 

『沈黙の殺人者』  

ﾀﾞﾝﾃﾞｨ･ﾃﾞｲﾘｰ･ﾏｺｰﾙ/作 

○季節の展示：クリスマス 

『ダヤンのクリスマスまでの 12 日』  

池田 あきこ/作 

『ハーブいっぱいのクリスマス』  

あんびる やすこ/作･絵 

『はりねずみのルーチカ 星のうまれた夜』  

かんの ゆうこ/作 

 

 

『日曜シネマ』（無料･申込不要） 

12 月の日曜シネマの上映は､第一･第四日曜日と

なります｡ 

日時：令和元年 12 月 1 日(日) 午後 2 時から 

日時：令和元年 12 月 22 日(日) 午後 2 時から 

場所：むつ市立図書館あすなろホール 

作品：『素晴らしき哉､人生！』 

（1946 年･米･130 分） 

 



監督：フランク･キャプラ 

出演：ジェームズ･スチュワート､アルバート･ハケ

ット ほか 

内容：主人公のジョージという男は､いつも何処か

でツキに見放され､逆境にばかり立ち向かう

運命にあった｡自分のミスではなく大金を失

った彼は､全てに絶望して自殺を図る｡とこ

ろが､12 月の冷たい河に飛び降りようとし

たとき､彼より先に一人の男が身を投げて救

けてくれと叫んだ｡あわてて救けたジョージ

に､男は､自分は見習い天使だと告げるが

…… 

 

 

『土曜おはなし会』（無料･申込不要） 

日時：毎週土曜日 午後 2 時から 

場所：むつ市立図書館児童コーナーおはなしのへや 

内容：「おはなしの木」､「ひばの会」､「交通安全

母の会」による絵本や紙芝居の読み聞かせを

おこなっています｡ 

※12 月は 7 日､21 日の 2 回実施 

 

『ふゆのひのおはなし会』（無料･申込不要） 

日時：令和元年 12 月 14 日(土)午後 2 時～午後 3 時 

場所：むつ市立図書館 集会室 

内容：「おはなしの木」の皆さんによるおはなし会

です｡季節に合わせた楽しいお話がたくさん

です｡ 

（１２月５日） 

フライング福袋､今年もやります！ 

年末恒例のイベント「フライング福袋」を今年も開

催します｡ 

日頃ありとあらゆる本に触れている図書館スタッ

フが､厳選した 3 冊をつめ込んだフライング福袋｡ 

大人用と子ども用がありますので､家族でみんなで

1 袋ずつ借りるもよし､14 日からは特別貸出期間とな

っておりますので 1 人で数袋借りるもよし｡ 

色々なテーマで選ばれた福袋をたくさんご用意し

ていますので､年末はぜひ図書館へお越しください 

◎フライング福袋貸出期間 

12 月 20 日(金)～12 月 27 日(金) 

※福袋は貸出扱いとなりますので､カウンターでの

貸出処理が必要です｡ 

※福袋の貸出期間は 27 日ま

でとなっておりますが､数量

限定のため無くなり次第終了

とさせていただきます｡ 

（１２月９日） 

親子工作教室のお知らせ 

親子で参加できる工作教室を来年の 1 月に開催し

ます！ 

今年は空のペットボトル

を使ったペンケースを作り

ます｡ 

可愛くデコレーションも

出来ますのでぜひ参加して

みて下さい｡ 

いつ…1 月 9 日(木)13 時 30 分～14 時 30 分 

どこで…図書館集会室 

対象…小学生とその保護者 

定員…12 名（保護者を含んだ人数） 

申込期間…12 月 22 日(日)～1 月 8 日(水) 

※事前の申し込みが必要になるので､申込期間にお

電話か図書館カウンターでのお申し込みをお願

い致します｡        （１２月１４日） 

「ふゆのひのおはなし会」を開催しました 

12 月 14 日(土)、「ふゆのひのおはなし会」を開催し

ました｡ 

毎年季節のおはなし会は春､秋､冬に行なわれてい

ますが、今回が今年最後の季節のおはなし会となりま

す｡ 

読みきかせをしてくれたのは､読みきかせボランテ

ィアネットワーク「おはなしの木」のみなさんです｡ 

今回も楽しいおはなしをたくさんしていただきま

した｡ 

 



「ふゆのひのおはなし会」プログラム 

・まめうしくんの 

まんまるいふゆ  

・キャベツくん  

・しんせつなともだち  

・びんぼうがみと 

ふくのかみ  

オリジナルのサンタクロースのカードを使ったミ

ニクイズや読み聞かせを楽しみました｡ 

このほかに､毎週土曜日午後 2 時から､児童コーナ

ー奥の「おはなしのへや」でおはなし会をしています｡ 

おはなしが好きだったり､興味があるお子さまはぜ

ひ一度遊びに来てください！ 

（１２月１９日） 

「大人の英語の読書会」を開催いたしました！ 

今 回 朗 読 し た の は 【 LAST STOP ON MARKET 

STREET】～おばあちゃんとバスにのって（マット･デ･

ラ･ペーニャ/作､クリスチャン･ロビンソン/絵）とい

う絵本で､アメリカの児童図書館協会が､その年に出

版された最も優れた子ども向け絵本に授与している

賞『コールデコット オナー賞』を受賞した作品です｡

（英語本･翻訳本ともむつ市立図書館所蔵あり）  

男の子が休日におばあちゃんと教会へ行き､そのあ

とバスに乗って「スープキッチン」（ホームレスや生

活に困っている人へ食事を提供するボランティア食

堂）へ行くまでの様子を描いています｡ 

朗読後は､おはなしの中から「スープキッチン」を

とりあげ､アメリカのホームレスの現状やボランティ

ア活動､そこからみえてくる食品ロスや SDGs などの 

話題から､発展途上国での「水」の必要性や日本にお

ける教育格差など…様々な意見が交わされ､とても有

意義な時間となりました｡そして､子供向けの絵本の

中にも､いろんなメッセージが含まれていることを､

改めて感じました｡ 

参加者のみなさん､ありがとうございました！ 

図書館では､生涯学習や

市民の交流の場となれる

ように､今後も様々な企画

をしていきたいと思いま

す｡どうぞよろしくお願い

いたします｡ 

 

（１２月１９日） 

図書館職員による第８回「英語のおはなし会」開催のお知らせ 

12 月も半ばにさしかかりましたね｡ 

今回のおはなし会では､冬の定番「かさじぞう」を

紙人形を使って演じます｡ 

日本の昔話を英語で聞くと､

ちょっと新鮮な感じがします｡ 

また､伴奏付で「はじまるよ 

は じ ま る よ 」 の 手 遊 び 歌 ､

「Short and Fat Snowman（小さ

く て ふ と っ ち ょ な ゆ き だ る

ま）」の歌を予定しています｡ 

「Short and Fat Snowman」にはかわいい振り付け 

をつけて踊ります｡お子さ

んが踊ると､とってもかわ

いい振り付けです！ 

英語が初めての方も､ぜ

ひお越しください｡一緒に

楽しみましょう｡ 

昨年の春には､「3 匹のこ

ぶた」をやりました！ 

 

 

（１２月１９日） 

図書館おみくじ開催 

本を借りておみくじを引こう！ 

おみくじにはおすすめの本のジャンルが紹介され

ています｡ 

ぜひ手に取ってご覧ください｡ 

新しい年も素敵な一冊と出合えますように｡ 

開催期間 

１月４日(土)～１月 10 日(日） 

（１２月２１日） 



図書館ギャラリーコンサートを開催しました！ 

12 月 7 日(土)､『2019 図書館ギャラリーコンサー

ト』を開催いたしました｡ 

市民の文化･芸術活動の発表の場､交流の場として､市

民と図書館が一緒につくる手作りのミニコンサート､

今回も好評のうちに終えることができました｡ 

今回のタイトルは『Christmas night 2019～和と洋

～』穏やかな冬の夕刻から楽しいクリスマスコンサー

トが開かれました｡ 

今回出演してくださった

のは､「リトルバード＆あさ

か with フレンズ」の皆さん

です｡ 

名曲『クリスマス･イヴ』

から始まり､歌謡曲､洋楽､童謡､唱歌､時代劇主題歌フ

ォークなど多彩でグローバルな構成でなんと 12 曲以 

上も演奏していただき､客

席もノリノリであっという

間に時間が過ぎていきまし

た｡今回出演してくださっ

た皆さま､本当にありがと

うございました｡ 

図書館では､今後も様々

な方のご協力を頂きながら､図書館ギャラリーコンサ

ートを続けていく予定です｡ 

普段とは違った雰囲気での図書館で､ぜひ演奏して

みませんか？参加希望などございましたらいつでも

大歓迎です！！図書館員が影ながらサポートさせて

いただきます｡ 

あなたのご参加､お待ちしています！ 

（１２月２１日） 

「英語のおはなし会」を開催しました 

今日はクリスマスですね｡

図書館では､12 月 21 日(土)午

後 2 時から「英語のおはなし

会」を開催しました｡ 

プログラムは､「はじまる

よ､はじまるよ」の手あそび歌､紙人形劇「かさじぞ

う」､「Short and Fat Snowman（小さくてふとっちょ

なゆきだるま）」の歌と振り付けでした｡伴奏付きで､

楽しいおはなし会となりました｡最後にはサンタさん

が登場し､みんなにツリーのトーナメントをプレゼン

トしてくれましたよ｡ 

当日は午前中に子ども映画上映会があり､その前座

としてミニおはなし会を開

催しましたが､午前中と午

後どちらのおはなし会にも

来てくれた方もいらっしゃ

いました｡ありがとうございました！ 

手遊び歌とゆきだるまの

歌と振り付けを楽しみまし

た！ 

サンタさんも登場！ 

（１２月２５日） 

 


