図 書 館 日 記

２０１９年（令和元年）７月

７月の特別展示＆イベントのお知らせ
７月の特別展示

『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

《一般書コーナー》
○目指せ！世界遺産

場所：むつ市立図書館児童コーナーおはなしのへや

『青森縄文王国』 新潮社/編

内容：「おはなしの木」､「ひばの会」､「交通安全

『土偶のリアル』 譽田 亜紀子/著

母の会」による絵本や紙芝居の読み聞かせを

『TB 世界遺産ベス 101』JTB パブリッシング/編

おこなっています｡

○怖い話

※7 月は 1 日､13 日､15 日､20 日､27 日の 4 回実施

『夜市』 恒川 光太郎/著
『営繕かるかや怪異譚』 小野 不由美/著
『ミザリー』 ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ/著 矢野 浩三郎/訳
○図書館員の気まぐれ展示：ビジネス
『人を動かす』

『日曜シネマ』
（無料･申込不要）
日時：令和元年 7 月 14 日(日)午後 2 時から

D．カーネギー/[著]

令和元年 7 月 28 日(日)午後 2 時から

『7 つの習慣 成功には

場所：むつ市立図書館あすなろホール

原則があった！』

作品：
『スタンド･バイ･ミー』（1987 年･米･84 分）

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･R･ｺﾋﾞｰ/著
『人生の王道 西郷南洲の教えに学ぶ』
稲盛 和夫/著

監督：ロブ･ライナー
出演：リバー･フェニックス､ウィル･ウィートンほか
内容：1959 年オレゴンの小さな町｡文学少年ゴーデ
ィをはじめとする 12 才の仲良し 4 人組は､

《児童書コーナー》
○なつ

行方不明になった少年が列車に轢かれて野

『くすのきだんちのなつやすみ』 武鹿 悦子/作

ざらしになっているという情報を手にする｡

『へちまのへーたろー』

死体を発見すれば一躍ヒーローになれる!4

『すいかのたび』

二宮 由紀子/作

高畠 純/作

人は不安と興奮を胸に未知への旅に出る｡た

○夏休みの自由研究

った 2 日間のこの冒険が､少年たちの心に忘

『小学生の実験･観察･工作自由研究

れえぬ思い出を残した…｡

科学チャレンジ編』 ガリレオ工房/編著
『小学生の自由工作パーフェクト 低学年編』
成美堂出版編集部/編
『やってみよう！水泳』
東島 新次/著,堂下 雅晴/著

『下北ジオパーク×むつ市立図書館
夏休みスタンプラリー』開催のお知らせ
資料の貸出を受けた際､スタンプラリーの台紙に

○児童コーナー季節の展示：宇宙
『宇宙のつくり方』 ベン･ギリランド/著
『元 JAXA 研究員も驚いた!ヤバい「宇宙図鑑」
』
谷岡 憲隆/著
『銀河鉄道の夜』
宮沢 賢治/著

スタンプを押印します｡（1 日 1 個まで）
3 個たまるとすてきなプレゼントを差し上げま
す｡（1 人 1 個まで）
日時：7 月 20 日(土) ～ 8 月 30 日(金)まで
場所：むつ市立図書館､各分館
（７月９日）

夏休みのごはん
七夕も終わり､次に待っている夏のイベントと言え

何冊かご紹介しておきます｡

ば夏休み！心待ちにしているお子さんもきっと多い

♪『闘う!母ごはん』 中田 ぷう/著

はず｡しかし「学校での給食がない分､子どもたちがお

♪『コウケンテツのおやこ食堂』 コウ ケンテツ/著

昼に食べるものを毎日考えなくちゃ……」と悩んでい

♪『おうちで給食ごはん』 北海道新聞社/編

らっしゃるお父さん･お母さん方もいらっしゃるので

♪『エダモンの今日から子どもおかず名人』

はないでしょうか｡

枝元 なほみ/著

図書館には簡単に作れるごはんのレシピ本や､子ど

♪『子どもと一緒に楽しく料理をつくれる

もと一緒に作れるごはんを提案する本などさまざま

魔法の声かけクッキング』 浜田 陽子/著

なレシピの本がありますので､是非参考にしてみては
いかがでしょう？

（７月１２日）

夏休み子ども映画劇場開催します！
夏休み期間中､子ども向けアニメ映画劇場を開催し
ます｡

場所：むつ市立図書館
視聴覚ホール
その他：入場無料､

○8 月 3 日(土) 午前 10 時 30 分から

途中入退場可能

『おしりたんてい (２)

両日ともに午前 10 時から

ププッ ふめつのせっとうだん』
（60 分）

開場です｡

○8 月 4 日(日) 午前 10 時 30 分から
『おじゃる丸 満月ロード危機一髪』
（50 分）

（７月１２日）

第１６１回 芥川賞･直木賞 候補者発表！！
今回の直木賞候補者は史上初全員女性という事で､

・原田 マハ 「美しき愚かものたちのタブロー」

さらに例年以上に注目されています｡

棚番 一般 29

直木賞の候補者は

・柚木 麻子 「マジカルグランマ」 棚番 一般 29

・朝倉かすみ 「平場の月」

棚番 一般 29 文学

・大島 真寿美 「渦 妹背山婦女庭訓 魂結び」
棚番 一般 29
・窪 美澄 「トリニティ」
・澤田 瞳子 「落花」

棚番 一般 29

直木賞の候補作はすべて図書館に所蔵があります
ので､よろしければ読んでみませんか？
芥川賞･直木賞ともに発表は 7 月 17 日(水)です｡

棚番 一般 29

（７月１６日）

図書館ギャラリーコンサートを開催します
図書館では､閉館後にディキシーランド･ジャズコン
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

演奏曲目
「Zip-a-Dee-Doo-Dah」
「線路は続くよどこまでも」

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｡

ほか
※入場無料､申込不要です
が定員になり次第受け付

日時：7 月 21 日(日)午後 6 時から（約 45 分）

け終了します｡

場所：むつ市立図書館 視聴覚ホール
出演：ﾃﾞｨｷｼｰﾗﾝﾄﾞｼﾞｬｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ「ラッキースワン」

（７月１９日）

夏休みといえば･･･
今年も こわいおはなし会を開催します！

場所

こわ～いおはなし､不思議なおはなし､ぜひ聞きに

むつ市立図書館 視聴覚ホール

来てくださいね｡
いつ

7 月 26 日(金)

入場は無料です｡

開場：午後 1 時 40 分
開演：午後 2 時（約 1 時間）

（７月１９日）

『下北ジオパーク×むつ市立図書館･夏休みスタンプラリー』開催中！
今年度もやります､下北ジオパークと市立図書館が

いつ

コラボした夏休みスタンプラリー！！

7 月 20 日(土)から

資料の貸出を受けた際､スタンプラリー台紙にスタ

8 月 30 日(金)まで

ンプを押印します｡（1 日 1 個まで）

どこで

3 個たまるとジオパークに関する素敵な記念品を

むつ市立図書館､各分館

差し上げます｡（1 人 1 個まで）
みなさまのご参加をお待ちしております！！

（７月１９日）

カメ子くん､ふたたび！！
大人気！ミシシッピアカミミガメのカメ子くんが

《カメ子くんに餌をあげてみよう！》

また図書館にやってくるよ！

もぐもぐタイム･･･各回とも 13 時 40 分～

いつ

（約 10 分程度）

8 月 3 日(土)と 8 月 11 日(日) 9 時～16 時の間
どこで

もしかしたら､カメ子くんが
お友達をつれてくるかもよ…

市立図書館児童コーナーにて

（７月２４日）

図書館ギャラリーコンサートを開催しました
7 月 21 日､令和初となる

となると気になるのが『ラッキースワン』というグ

『図書館ギャラリーコンサ

ループ名ですよね…由来は大湊に飛来する白鳥と､聴

ート』を開催いたしました｡

いてくれたお客様がハッピーな気持ちになれるよう

市民の文化･芸術活動の

にとのことだそうです｡なんだか嬉しいですね！！

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｡

見てのとおり､演奏会は
米国を思わせるようなユ

今回出演してくださったのは『ラッキースワン』と

ニークなセッティングで

いう､2018 年に結成されたディキシーランドジャズ

終始楽しい雰囲気でした｡

バンドのグループです｡
実は彼ら､海上自衛隊大湊音楽隊に所属する方々な
んです！そうなるともちろん出身地もみんなバラバ
ラ…

途中､楽器だけではなく
歌っていただく場面もありました｡とても素敵な歌声
で､会場の後ろから見ていた私も思わずうっとり！
今話題のディズニートイストーリの曲も披露して

今回出演してくださった 8 名のみなさん､北は北の

くださいましたが､目を瞑るとそこが図書館であるこ

国から､南はうどん県までと､遠くから大湊へ来られ

とを忘れ､ディズニーへいるかのようなまさにそんな

ているそうです｡

演出でした！

会場に来ていただいた

図書館では､今後も様々な方のご協力を頂きなが

観客の皆様もとても楽し

ら､図書館ギャラリーコンサートを続けていく予定で

そうにしており､リズムに

す｡

乗って体を動かす方もい

普段とは違った雰囲気での図書館で､ぜひ演奏して

らっしゃいました｡もちろ

みませんか？参加希望な

ん私もです｡最後まで本当に楽しい演奏会でした！

どございましたらいつで

アンコール含め全 10 曲､最後まで全力で演奏し楽

も大歓迎です！！図書館

しませてくださった「ラッキースワン」の皆様､本当

員が影ながらサポートさ

にありがとうございました！

せていただきます｡

そして､演奏会を聴きに来ていただいた方々もあり

あなたのご参加､お待ちしています！

がとうございました｡

（７月２７日）

「こわいおはなし会」を開催しました！！
7 月 26 日に､こわいおは
なし会を開催しました｡

写真スポットでは､今年もみなさん楽しんで記念写
真を撮影されていましたよ！

お越しいただいたみなさ
ま､ありがとうございまし
た｡

来年も､こわ～いおは

ハラハラドキドキ､楽しんでいただけましたか？

なしを用意して待って

最後にアンケートを記入していただいた方へプレ

い・ま・・す……｡

ゼントを差し上げているのですが､今年の新しいプレ
ゼントは“こわいおはなし会限定！メモ帳”と､“まがる
えんぴつ”を用意しました｡

（７月３０日）

