図 書 館 日 記

２０１９年（令和元年）１１月

１１月の特別展示＆イベントのお知らせ
11 月の特別展示

読書週間スタンプラリー（無料･申込不要）

《一般書コーナー》

むつ市立図書館では､読書週間にあわせてスタン

○歴史を読む

プラリーをおこなっています｡1 日 1 回､本の貸出時

『
「本能寺の変」は変だ！』

にカードにスタンプを押します｡決められたポイン

明智 憲三郎/著
『超現代語訳戦国時代』

トまでスタンプがたまったら､ちょっとしたプレゼ
房野 史典/著

『レンズが撮らえた幕末明治日本の風景』
小沢 健志/監修
○時代小説

先月の図書館日記をご覧ください｡
※本館のみのイベントになります｡
期間：10 月 31 日(木) から 12 月 1 日(日)まで

『銀杏手ならい』

西條 奈加/著

『宇喜多の捨て嫁』

木下 昌輝/著

『古道具屋皆塵堂』

輪渡 颯介/著

○図書館員の気まぐれ展示：芸術
『常設展示室』

ントを差し上げます｡詳しくは館内ポスターまたは

『日曜シネマ』
（無料･申込不要）
11 月は詩歌コンクール表彰式があるため､日曜

原田 マハ/著

シネマの上映は第二･第三日曜日となります｡

『おどる 12 人のおひめさま』

日時：令和元年 11 月 10 日(日) 午後 2 時～

エロール･ル･カイン/画
『藤城清治影絵の絵本 アンデルセン』
藤城 清治/作

令和元年 11 月 17 日(日) 午後 2 時～
場所：むつ市立図書館あすなろホール
作品：
『ベンジャミン･バトン 奇数な人生』
（2008 年･米･167 分）

《児童書コーナー》

出演：ブラッド･ピット､ケイト･ブランジェットほか

○むかしばなし

内容：彼の名は､ベンジャミン･バトン｡80 歳で生ま

『おむすびころりん』
『いっすんぼうし』
『ウサギとカメ』

さいとう しのぶ/[作]
いもと ようこ/文絵

イソップ/原作

○文化を読む

れ､若返っていった男｡20 世紀から 21 世紀
にかけて､変わりゆく世界を旅した男｡どれ
だけ心を通わせても､どれほど深く愛して
も､出逢った人々と､同じ歳月を共に生きる

『鳥獣戯画を読みとく』
五味文彦/監修

ことができない､その運命｡―それでも､人生
は素晴らしい―

『めざせ！ダンスマスター
表現･創作ダンス』
村田芳子/監修
『季節の絵手紙』

寺西恵里子/作

○季節の展示：七五三

『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

『七五三おめでとう』

安田 浩/作

『七五三だよ一･二･三』

長野 ヒデ子/作･絵

『ぎゅっとだっこ七五三』
内田 麟太郎/作,山本 孝/絵

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｡
※11 月は 2 日､9 日､16 日､23 日､30 日の 5 回
（１１月２日）

むつ市出身作家『杉山恵治特別展』開催中です！
むつ市出身で第 21 回新

い

つ

11 月 1 日(金)から 11 月 15 日(金)まで

潮新人賞を受賞した作家杉
山恵治氏（1948-2018）の

どこで

むつ市立図書館 川島記念室前

「没後 1 年 むつ市出身作
家 杉山恵治特別展」を開催

会場の様子

しています｡
詩と現代美術に造詣が深
く､「その果敢な文体の冒険
により､新しい文学の旗手
として注目を集めている」
と評された杉山恵治の創作活動の一部を展示します｡

（１１月２日）

ムチュリーディング：英語の読み聞かせ会のお知らせ
国際交流員のヘンリー･レイチェルさん､ヤング･ア

い

つ

ンジェラさんによる子ども向けの英語の読み聞かせ
を行ないます｡

11 月 7 日(木)､12 月 5 日(木)
いずれも 15 時 30 分から 16 時まで

どこで

むつ市立図書館 おはなしのへや

申込不要ですので､ぜひお気軽に遊びにきてくださ
い！

（１１月２日）

意外と知らない？？昔話のオチ
11 月の児童コーナーの展示では昔話の絵本を展示
しています｡

この物語が最後どうなったか､あなたは知っていま
すか？

昔話というと､「桃太郎」や「鶴のおんがえし」､「人

実はこの「金太郎」､あるテレビ番組の調査では最

魚姫」や「3 匹のこぶた」など､名前を聞いただけでピ

後までストーリーを知っている日本人は 1％しかい

ンとくるお話がたくさんあるかと思います｡

ないとか｡

ところが、意外と思い出せないのがその物語の最
後｡
たとえば､日本の有名な昔話「金太郎」｡

図書館ではたくさんの昔話の絵本を揃えておりま
すので「意外と知らない物語のオチ」ぜひ確かめにい
らしてください｡

（１１月５日）

スタンプは順調に集まっていますか？！
スタンプラリー開催期間もあと半月になりました｡
みなさんスタンプは何個集まりましたか？ラストス

メモ帳は以前のデザイン大放出ですので､過去に取
り逃した方チャンスです！

パートに向けて今年度の景

9 個の景品は「ひらめきくんのマグネット」です｡

品を少し紹介します｡

強力な磁石は使っていませんが､磁気テープを使っ

3 個･6 個の景品は「透明

ているカード類や通帳､パソコンには近づけないよう

しおり」と「メモ帳」になっ

ご注意下さい｡それ以外でしたらいろいろな所にくっ

ております｡

つけて楽しんでくださいね！

透明しおりは､本に挟むと透けて良い雰囲気になり
ますよ｡

（１１月１０日）

『第３回 大人の英語の読書会』開催のお知らせ
大人向けの英語の読書会を

い

つ：11 月 22 日(金) 17 時 45 分から 18 時 45 分

開催いたします｡今回は､平日

どこで：むつ市立図書館 会議室

夕方の開催となりますので､

受

仕事帰りにちょっと立ち寄っ
てみてはいかがでしょう｡

付：当日
（メインカウンターにてお申し込みください）

定

員：8 名まで

英語の絵本を､英語と日本
語で朗読します｡
たまにはスマホやパソコン

【絵本】
*LAST STOP ON THE MARKET STREET

からはなれて､“デジタルデト

（おばあちゃんとバスにのって）

ックス”な時間を過ごしてみま

*WAITING （まどべにならんだ 5 つのおもちゃ）

せんか？

（１１月１２日）

第５２回全国優良読書グループ表彰伝達式が行われました
11 月 9 日(土)､第 52 回優良読書グループ表彰式が

「おはなしの木」は､図書館でのおはなし会のほか､

執り行われました｡県内各地の図書館等で活動してい

市内小学校等､多岐にわたりご活躍されているおはな

る読書グループや読書に関心のある県民の中から､読

し読み聞かせボランティアグループです｡代表の小川

み聞かせボランティアグループ「おはなしの木」が読

さんは「絵本などお話の世界の楽しみを子どもたちに

書グループの活動奨励

届けるために私たち自身も､楽しみながら仲間と共に

の最も優秀なグループ

研鑽を重ね少しでも長く続けていけたらと思ってい

と認め られ､読 書推進

ます」とおっしゃっていました｡

運動協 議会会長より ､
賞状並びに記念品が授
与されました｡

（１１月２０日）

