図 書 館 日 記

２０２０年（令和２年）８月

８月の特別展示＆イベントのお知らせ
『武器より一冊の本をください

８月の特別展示

少女マララ･ユスフザイの祈り』
ヴィヴィアナ･マッツァ/著

《一般書コーナー》
○書庫所蔵･日本文学復刻版
『春と修羅』 宮沢 賢治/著
『晩年』

太宰 治/著

『浅草紅團』

８月のイベント

川端 康成/著

○ホラー･怪談

コロナウイルス感染予防のため､日曜シネマは中

『営繕かるかや怪異譚』

小野 不由美/著

『私の家では何も起こらない』
『非写真』

止となります｡

恩田 陸/著

高橋 克彦/著

○図書館員の気まぐれ展示：エッセイ
『風と共にゆとりぬ』

朝井 リョウ/著

『土曜おはなし会』
（無料･申込不要）

『よみがえる変態』

星野 源/著

日時：毎週土曜日 14：00～14：30

『永遠のおでかけ』

益井 ミリ/著

場所：むつ市立図書館 集会施設ラウンジ

○期間限定展示：家族

※コロナウイルス感染予防のため､開催場所が変更に

『DNA 教授の家族のこころゼミ』

団 士郎/著

『反抗期子育て乗り切りマニュアル』
諸富 祥彦/監修
『ぜんりゃくパパへ』 講談社/編

なりました｡マスクを着けてご参加ください｡
内容：「おはなしの木」､「ひばの会」､「交通安全
母の会」､「フレンズ」による絵本や紙芝居
の読み聞かせをおこなっています｡
8 月は､1 日､8 日､15 日､22 日､29 日の 5 回実施

《児童書コーナー》

＜出演者のご案内＞

○おばけ

1 日 おはなしの木

『ばけバケツ』

8 日 ひばの会

軽部 武宏/作

15 日 図書館､フレンズ

『しゃっくりがいこつ』

22 日 交通安全母の会

マージェリー･カイラー/作

29 日 おはなしの木

『ざしきわらし』 柳田 国男/原作
○夏休みの工作･自由研究
『しかけがいっぱいの貯金箱工作』
寺西 恵里子/著
『実験･観察大図鑑 化学のトビラを開く!』
ロバート･ウィンストン/著
『ダンボールで作るおもしろ自動販売機』
大野 萌菜美/監修
○季節の展示：平和ってどんなこと？
『手塚治虫からの伝言 平和への祈り』
手塚 治虫/著

『むつ市立図書館夏休みスタンプラリー』開催中
資料の貸出を受けた際､スタンプラリーの台紙に
スタンプを押印します｡（1 日 1 個まで）
3 個たまると素敵なプレゼントを差し上げます｡
（1 人 1 個まで）
日時：7 月 18 日(土)から 8 月 28 日(金)まで
場所：むつ市立図書館､各分館
※図書館を利用するすべての方が参加できます｡

『この世界の片隅に』 こうの 史代/原作
（８月１日）

ムチュリーディング 英語の読み聞かせ会
国際交流員のヘンリー･レイ
チェルさん､ヤング･アンジェラ

いつ

8 月 5 日(水)､9 月 2 日(水)

さんによる､子ども向けの英語

15：30～16：00 まで

の読み聞かせを行います｡
申込不要ですので､お気軽に

どこで むつ市立図書館 集会施設ラウンジ

遊びにきてください｡
（８月１日）

カメ子くん＆エビ子さんがやってくる！
ミシシッピアカミミガメのカメ子くんと､ミナミヌ
マエビのエビ子さんが図書館にやってきます｡
ミシシッピアカミミガメは､地球環境の生態系問題

いつ
カメ子くん
8 月 8 日(土)と 15 日(土)

に関わる外来種です｡
日本には生息していない外来種が生態系に与える
影響､生き物を飼う責任について考えてみませんか？
今年は､カメ子くんの友だちのミナミヌマエビのエ

9 時～16 時
エビ子さん
8 月 8 日(土)～8 月 15 日(土)
どこで

むつ市立図書館児童コーナー

ビ子さんが初登場です！

（８月１日）

『むつ市立図書館夏休みスタンプラリー』は 28 日まで
むつ市立図書館の夏休みスタンプラリー！

というみなさん､まだ遅くありません｡

7 月 18 日から始まったこのイベントも､8 月 28 日

ぜひ図書館にいらして参加してください！

の終了まで残りあとわずか｡
1 日 1 回､貸出の際にスタンプを押し､3 個たまった
らちょっとしたプレゼントを差し上げています｡
最近図書館に行っていないな｡

いつ
7 月 18 日(土)から 8 月 28 日(金)まで
どこで
むつ市立図書館､各分館

スタンプあと 1 個で 3 個！
スタンプラリーなんてやっていたの知らなかった！

（８月１９日）

少しでも祭り気分を！
例年なら本日から三日間開催されるはずだった田

ムチュビエ金魚ねぶた

名部祭り｡今年はコロナのため中止になり､寂しい気

や飾りも増え､先月紹介

持ちになっている方も多いのではないでしょうか｡

した時よりぐっと祭りの

祭りがないと夏が来た気がしない！そんな方のた

雰囲気漂うコーナーにな

めに､今日は図書館の「あおもりのまつり」展示コー

っています｡

ナーの紹介をしたいと思います｡
本来なら田名部祭りのこ
の期間､ぜひ図書館に来て
少しでも祭り！！を感じて
みてください｡
（８月１８日）

おいでませカメ子くん､初めましてエビ子さん＆チビ子ちゃん
先日 8 月 8 日､15 日にミシシッピアカミミガメの
カメ子くんが図書館に遊びに来てくれました！
カメ子くんの来館は毎年恒

とても小さなエビ子さんは､普段は水草の中に隠れ
ていますがたまに水の中泳いでいる姿を見せてくれ
ます｡みなさんは見つけられましたでしょうか？

例です｡勝手知ったる図書館

チビ子ちゃんはさらに小さく､ほとんど姿を現して

と非常に慣れたご様子で､記

くれません｡見つけられたあなたは､とてもラッキー

念写真を撮ろうとしたらカメ

です｡

ラ目線をくれました｡

エビ子さんとチビ子ちゃん

大物の風格です｡

は､8 月の間は図書館でくつろ

そして､今年はカメ子くん

ぎ中です｡まだエビ子さんを

のお友達である､ミナミヌマ

見れていない方は､この機会

エビのエビ子さんと､エビ子

に図書館へ来館してみてはいかがでしょうか｡

さんの子供であるチビ子ち

カメ子くん､また遊びに来てください｡

ゃんが初来館です！

（８月１８日）

夏におすすめの１冊
ここ数日で暑さも厳しくなり､少し遅い夏本番がや
ってきました｡
この時期にぴったりな､おすすめの 1 冊を紹介した
いと思います｡

読書感想文の課題になったり､映画化もされた『西
の魔女が死んだ』という小説は読んだことがある方も
多いのではないでしょうか｡
同じ著者の作品で､今が見頃の｢サルスベリ｣から始
まり､次の年の夏の｢葡萄｣まで､植物がテーマのお話

『家守綺譚（いえもりきたん）
』 梨木 香歩/著
今から 100 年程前､明治のころ｡失踪した友人の
代わりに家守になった物書きの青年､綿貫征四郎｡
その家に住み始めてから起こる不思議な出来事｡

が綴られていきます｡植物を想像して四季を感じなが
ら､ゆったりとした世界観に浸って欲しい 1 冊です｡
続編の『冬虫夏草』も所蔵しておりますので､気に
なった方は是非読んでみてください｡

彼と家と犬と植物との､穏やかな交遊録｡

（８月１８日）

８月の特別展示（２）
児童書コーナーの特別展
示が新しくなりました！紹
介します｡

『野村克也 生き方 逆境に強くなる
365 日の言葉』 野村 克也/著
『くまさんホームラン！』

五味 太郎/作

○季節の展示
ホームラン記念日
『阪神園芸甲子園の神整備』 金沢 健児/著

（８月２６日）

