
図 書 館 日 記 ２０２２年（令和４年）１０月 

１０月の特別展示＆イベント 

１０月の特別展示 

《一般書コーナー》 

●「ハロウィン」 

『おばけの作り方教えます』  

芳賀 哲／著 （一声社） 

『クモの巣ハンドブック』  

馬場 友希／著 （文一総合出版） 

『まるごとハロウィン』  

コダシマ アコ／著 （かもがわ出版） 

 

●「手作り・ハンドメイド」 

『本物よりかわいい羊毛フェルトのやんちゃな柴犬』 

*ko‐ko*／著 （主婦の友社） 

『持ち歩きたくなるかわいい! 

自分で作るブックカバー』 （玄光社） 

『クライ・ムキのはじめてぬう、 

かっぽう着とエプロン』  

クライ・ムキ／著 （主婦の友社） 

 

●図書館員の気まぐれ展示：「大人の絵本」 

『おどる 12 人のおひめさま』  

エロール・ル・カイン／画 （ほるぷ出版） 

『金曜日の砂糖ちゃん』  

酒井 駒子／作 （偕成社） 

『ギュスターヴくん』  

ヒグチ ユウコ／著 （白泉社） 

 

１０月のイベント 

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 

【10 月の出演案内】 

10 月 1 日(土)   おはなしの木 

 10 月 8 日(土)   図書館職員 

10 月 15 日(土)  図書館職員の英語のおはなし会 

 10 月 22 日(土)  フレンズ＆図書館職員 

 10 月 29 日(土)  交通安全母の会 

 

 

《児童書コーナー》 

●「あき」 

『いもいもほりほり』 西村 敏雄／作 （講談社） 

『ぴのちゃんとさむさむねこ』  

松丘 コウ／作・絵 （BL 出版） 

『つみつみでんしゃ』  

薫 くみこ／作，かとう ようこ／絵  

（ひさかたチャイルド） 

 

●「宇宙・星」 

『星と星座のふしぎ』 荒舩 良孝／著 （すばる舎） 

『マックス宇宙ステーションへ行く』  

ジェフリー・ベネット／著 （勉誠出版） 

『宇宙飛行士に聞いてみた！』 

 ティム・ピーク／著 （日本文芸社） 

 

●季節の展示：「ハロウィン」 

『ハロウィンのおきゃくさま』  

レオ・ランドリー／作 （光村教育図書） 

『ねこの町のホテル プチモンド』  

小手鞠 るい／作 （講談社） 

『ゾンビのホラーちゃん 1』  

バルバラ・カンティーニ／作  

（文化学園文化出版局）つきみだんご』  

 

 

 

 

■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 

★10 月 15 日(土曜日）は限定スペシャルプログラム！

どうぞお楽しみに！！ 

 

 

 

 

 



読書週間スタンプラリー 

10 月 27 日から 11 月 9 日は「読書週間」です。 

図書館本館ではこれに合わせてスタンプラリーを

開催します。本を借りてスタンプをゲット！３つた

まる毎に図書館オリジナルグッズを進呈します。 

読書の秋！どうぞふるってご参加ください！ 

 

■期間 10 月 28 日（金）～11 月 30 日（水） 

■場所 図書館本館（本館のみの開催です） 

■何がもらえる？ 

スタンプ 3 つ到達 手作りしおり 

スタンプ 6 つ到達 読書記録メモノート 

スタンプ 9 つ到達 オリジナルクリアファイル 

 

日曜シネマ 

令和 4年 10月から令和 5年 1月まで休止します 

図書館システムの更新に伴う工事・作業のため、

下記の期間、図書館本館の集会施設の利用を休止さ

せていただくことに伴い、視聴覚ホールを使って毎

月第２日曜日に開催している「日曜シネマ」もお休

みとなります。 

毎月、楽しみにしてくださっていた皆さまには、

ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよ

うお願いいたします 

■「日曜シネマ」休止の期間 

：令和４年 10 月から令和５年１月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

※10 月は第 1 水曜日の 5 日に開催します。 

■場所 図書館本館 おはなしのへや 

 

 

 

 

 

 

 

（10 月 1 日） 

読書週間スタンプラリーを開催します 

※再掲につき内容は割愛します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （1０月２０日） 

ご理解と 

ご協力を 

ひらめきからも 

お願いします 



 

職場体験学習・インターンシップ参加者による

「私のおすすめ本」ご紹介 

～12人の「私のおすすめ本」～ 

 

図書館では中学・高校・大学等が実施する職場体

験学習やインターンシップを受け入れています。 

今年度も８月から９月にかけて、７校・12 人の生

徒・学生が図書館の仕事を体験しに来てくれまし

た。 

期間中の課題の１つとして、１人１冊、200 字程

度でおすすめの本の紹介文を書いていただきました

ので、「読書週間」のこの時期に合わせてご紹介いた

します。みなさんの秋の読書のご参考になれば幸い

です。 

 

・原文のままご紹介しております。 

・受入日の早い学校から、お名前の五十音順で掲載

しております。 

※紹介文はこちらでは割愛し、参加してくれた方々

とおすすめ本のご紹介のみ掲載いたします。 

 職場体験学習・インターンシップにお出でいただ

いた皆さん、お疲れさまでした。素敵な紹介文をあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

■むつ市立大平中学校（８月 25 日・26 日） 

 2 年 金田一 暁都 さん 

            「人間失格」太宰 治／著 

 2 年 清沢 慶一花 さん 

「Re:ゼロから始める異世界生活」長月 達平／著 

  2 年 長谷川 咲太郎 さん 

  「数の悪魔」H・M エンツェンスベルガー／著  

 

■むつ市立田名部中学校（９月１日・２日） 

 ２年 須藤 美琴 さん 

 「かがみの孤城」辻村 深月／著 

 2 年 橋本 有珠 さん 

「僕といた夏を君が忘れないように。」 

国仲 シンジ／著 

 2 年 室舘 理央 さん 

「そして誰もいなくなった」 

アガサ・クリスティー／著 

 2 年 矢本 慶人 さん 

「図書館戦争」有川 浩／著 

 

■六ヶ所村立泊中学校（９月６日～８日） 

 3 年 濱飯 美柑 さん 

 「屍人荘の殺人」今村 昌弘／著 

 

■青森県立六ヶ所高等学校（９月 14 日～16 日） 

 2 年 菊池 優芽 さん 

「あの夏が飽和する」カンザキ イオリ／著 

 

■むつ市立むつ中学校（９月 14 日・15 日） 

 2 年 板谷 風佳 さん 

「今夜、世界からこの恋が消えても」一条 岬／著 

 

■むつ市立大湊中学校（９月 15 日・16 日） 

 2 年 満間 素良 さん 

「犬と私の１０の約束」サイトウ アカリ／著 

 

■私立青森明の星短期大学（９月 27 日～29 日） 

 1 年 附柳 陽菜 さん 

「アルジャーノンに花束を」ダニエル・キイス／著 

 

（１０月２７日） 


