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７月の特別展示＆イベント 

７月の特別展示 

《一般書コーナー》 

●「パンダ来日 50年」 

『パンダツアー』  のはな はるか／著（白泉社） 

『読むパンダ』  黒柳 徹子／選 （白水社） 

『パンダを自宅で飼う方法』  白輪 剛史／著 

（文藝春秋） 

 

●「身体を整える」 

『「効く食材」で涼しくなる』 

 信川 敏子／監修（世界文化社） 

『夏弁』  野上 優佳子／著 （主婦と生活社） 

『部分やせが目指せる女子の自重筋トレ決定版』  

比嘉 一雄／著 （主婦の友社） 

 

●図書館員の気まぐれ展示：「実物大」 

『伊能図』  日本国際地図学会／監修 （武揚堂） 

『この羽だれの羽?』 

おおたぐろ まり／作・絵 （偕成社） 

『北斎原寸美術館』  葛飾 北斎／画 （小学館） 

 

 

 

 

 

 

７月のイベント 

新しい移動図書館車のおひろめ会を行ないます 

お待たせしました！いよいよ新しい移動図書館車

がむつ市にやってきます！ 

 

■日時 令和４年７月２日(土) 

■場所 金谷公園ジョギングコース付近 

 

・雨天時は下北文化会館内で実施します。 

・車内の見学や本の貸出と合わせ、おひろめ記念

「あおぞらおはなし会」も同時開催します。 

 

 

《児童書コーナー》 

●「なつ」 

『カメレオンのかきごおりや』 

谷口 智則／作（アリス館） 

『あずきとぎ』  京極 夏彦／作 （岩崎書店） 

『くすのきだんちのなつやすみ』 

武鹿 悦子／作 （ひかりのくに） 

 

●「LGBTQ+ってなに？」 

『LGBT なんでも聞いてみよう』 

QWRC、徳永 桂子／著（子どもの未来社） 

『性の多様性ってなんだろう?』 

渡辺 大輔／著 （平凡社） 

『元女子高生、パパになる』 

杉山 文野／著（文藝春秋） 

 

●季節の展示：「たなばた」 

『どうぶつむらのたなばたまつり』 

一條 めぐみ／絵（教育画劇） 

『たなばたさま』 

いもと ようこ／文・絵 （金の星社） 

『七月七日はまほうの夜』 

石井 睦美／作、高橋 和枝／絵 （講談社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森大学の 

学生さんが 

お手伝い 

してくれたよ！ 

この日を 

待ってた!! 

おっきい !! ちっちゃい !! 

おもしろい !!! 



土曜おはなし会 

読み聞かせボランティアや図書館員による絵本や

紙芝居の読み聞かせ会です 

 

【7 月の出演案内】 

7 月 ９日(土) 高校生ボランティア 

 7 月 16 日(土) フレンズ＆図書館職員 

7 月 23 日(土) 交通安全母の会 

 7 月 30 日(土) おはなしの木 

※7 月 2 日(土)は、新移動図書館車おひろめ会で 

「あおぞらおはなし会」を実施するため、図書館で

の土曜おはなし会は中止いたします。 

 

■日時 毎週土曜日 午前 11 時～11 時 30 分 

■場所 図書館本館 おはなしのへや 

 

日曜シネマ 

図書館がミニシアターに！ 

日曜の午後のひとときをすてきな映画でお楽しみ

ください。参加無料、お申し込みの必要はありませ

ん。当日会場へお越しください。 

 

■日時 7 月 10 日（日）午後１時から  

（毎月第２日曜日に開催） 

■場所 図書館本館 視聴覚ホール 

■今月の作品  

「夏をゆく人々」 

（監督： アリーチェ・ロルヴァケル／2014 年 

／イタリア・スイス・ドイツ合作・111 分） 

 

なつやすみこども映画まつり 

夏休みの子どもたちに、図書館からクールなエン

ターテインメントをプレゼントします！ 

午前と午後の豪華２本立て！涼しいホールでアニ

メを楽しもう！！ 

※参加無料、お申し込みの必要はありません。当日 

会場へお越しください。 

 

■日時 7 月 31 日（日）午後１時から  

■場所 図書館本館 視聴覚ホール 

ムチュリーディング 

むつ市国際交流推進員が幼児・児童を対象とした英

語の読み聞かせを行っています。 

※参加無料、お申し込みの必要はありません。当日会 

場へお越しください。 

 

■日時 毎週第１水曜日 午前 3 時 30 分～午後 4 時 

※第 1 水曜日が祝日等の場合は第 2 水曜日に開催 

※7 月は第 1 水曜日の 6 日に開催します。 

■場所 図書館本館 おはなしのへや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あらすじ】 

 光と緑あふれるイタリア中部トスカーナ州の人里離

れた土地で、昔ながらの方法で養蜂を営む 一家があ

る夏に経験する様々な出来事を、４人姉妹の長女ジェ

ルソミーナの視点でみずみずしく描く。 2014 年第 67

回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞作品。 

 

【出演】マリア・アレクサンドラ・ルング、 

サム・ルーウィックほか ほか 

 

 

 

 

 

【午前の部：午前 10 時 30 分から】 

『映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』 

▶いつもの喫茶店、いつものすみっこ。その地下室 

に隠された。ふしぎな絵本とは･･･ 

【午後の部：午後 2 時から】 

『ロイヤルコーギー レックスの大冒険』（ 

 ▶英国王室のセレブ犬が宮殿を飛び出した！ 

大好きな人の１番になるためにーその勇気がレッ

クスを強くする 



夏休みスタンプラリーを開催します！ 

夏休みだ！本を借りよう！！！ 

本を借りると１日１つスタンプがもらえます。ス

タンプ３つですてきな景品をプレゼントします！ 

■期間 ７月 23 日(土)～８月 31 日(水) 

■場所 図書館本館                                                        

 

 

 

・誰でも（大人も）参加できます。 

・本館のみの実施ですのでご了承ください。 

 

 

 

（7 月 1 日） 

夏といえばコレでしょう！こわいおはなし会 

暑～い夏に、背筋の凍るような怖いはなしはいかが

ですか？節電の夏、図書館が趣向をこらして、エコな

涼をお届けします。 

 

■日時 8 月 4 日（木）午後 2 時開演  

■場所 図書館本館 視聴覚ホール 

 

・参加無料、お申し込みの必要はありません。当日 

会場へお越しください 

・発熱している方や体調不良の方は参加をご遠慮くだ

さい。 

・マスクの着用、手指のアルコール消毒等の感染症対

策にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7 月 16 日） 

日本政策金融公庫様よりむつ市にご寄贈いただいた図書を展示しています 

この度、日本政策金融公庫様よりむつ市に対しまし

て、起業・創業を目指す方にお役立ていただきたいと

のご趣旨で、日本政策金融公庫総合研究所の調査・研

究をまとめた書籍 15 冊をご寄贈いただきました。 

 

■寄贈セレモニー 令和４年７月 13 日(水) 

●ご出席者 

日本政策金融公庫 青森支店 

国民生活事業統轄     北 山 達 郎 様 

国民生活事業総括課長   宮 部 善 傑 様 

むつ市 

むつ市長         宮 下 宗一郎 

むつ市教育委員会教育長  阿 部 謙 一 

 

 

 

 

 

図書館では、ご寄贈いただいた書籍を図書館資料と

して受入れ、特設コーナーでご紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特設コーナーは８月 11 日(木・祝)までです。以降

は、一般書架に配架します。 

・展示されている図書は、他の図書館資料と同様に貸

出できますので、奮ってご活用ください。 

（7 月 19 日） 

Thank you 

very much! 

楽しそう！･･･だけど 

ほんとに こわそう !! 


