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★新館長挨拶 

P1    

★小須戸地区図書室リニューアル 

★講演会のお知らせ 

★行政書士無料相談会 

★この本だいすき！募集 

P3  

★おすすめの子どもの本 

★おすすめの大人の本 

P4  

★よみきかせスケジュール 

P2   
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 ４月１日に，「小須戸まちづくりセンター」の

１階に小須戸地区図書室がオープンしました。 

 小須戸地区図書室の登録が必要になりますが，

新潟市内の図書館から資料の取り寄せができるよ

うになりました。 

 毎月第３土曜日には「おはなしのせかいへ」と

して保育室でよみきかせの会を行っています。 

 皆さんの来室をお待ちしています！ 

  

 �開室日 

  毎週月曜日～木曜日，土曜日，日曜日 

  （毎週金曜日，毎月第２・第４木曜日は 

休室です） 

 

 �開室時間 

  午前１０時～午後５時 

  ※火曜日のみ午前１０時～午後７時 

 4月から新津図書館に異動してきました松原と申します。どう

ぞ，よろしくお願いいたします。新津図書館の歴史は古く大正14

年10月の創立で，今年は90周年の節目に当たります。初代図書館

はアメリカの小図書館をまねた三葉型という珍しい形で，桂恕佑

氏が独力で建設し町に寄付をしています。建設に当たっては，設

計や収蔵図書などを当時の新潟県立図書館の山中樵館長，後の台

湾総督府図書館長に相談をしたということです。 

そして新津図書館は，市民の書斎として市民の読書要望に応え

てきました。2代目の館（1978.7開館）も老朽化のため建て替え

が必要となり，昨年7月に新館がオープンしました。館内がずっ

と広くなりたくさんの書架と本が並べてあり，市民が自由に手に

取って選べる本が多くなりました。また，ＣＤやＤＶＤなどの視

聴覚資料も新館の開館に合わせて充実を図りました。館内で視聴

できるブースもあります。利用は無料です。 

 親子で使える子どものスペースも充実しました。駐車場も4月

から広くなり87台が停められるようになりました。図書館の外に

は桜の木もあり散策にもってこいです。皆さん新津図書館におこ

しください。読みたくなる本をご用意して待っています。  
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◆開催日時 

 5月23日（土） 午前10時～正午 

 

◆会場 

 新津図書館 2階 研修室 

 

◆対象 

 乳幼児の親御さん・読み聞かせボランティアに参   

 加されている方・子どもの読書に興味がある方 

 40名（要申込み） 

 

◆申し込み先 

 新潟市立新津図書館 

 〒956-0863 新潟市秋葉区日宝町6-2 

 電話  0250-22-0097   

 FAX 0250-21-1046 

 

◆申し込み締め切り 

 5月19日（火） 

 

○開催日時 

 6月1日（月） ①午前10時～11時 

         ②午前11時～12時 

 

○会場 

 新津図書館 2階 研修室 

 

 

 

○対象 

 新潟市に在住，もしくは在勤・在学している方 

 

○申し込み 

 新津図書館（0250-22-0097）に電話 

 5月17日（日）8時30分より受け付けします 

 5月23日（土）に，乳幼児のお子さんを持つ親御さ

ん・子どもの読書に興味のある方に向けた講演会を

開催します。 

 講師には国際子ども・福祉カレッジの非常勤講師

である児玉イツ子さんをお迎えし，絵本の楽しさや読

み聞かせの大切さについて講演していただきます。皆

さんの疑問や質問にも答えていただく予定です。 

 申し込みは電話・FAX・郵送にて受け付けます。

また，申し込み用紙は新津図書館内にて配布しま

す。 

 どうぞ，お気軽にご参加ください。 

 6月1日（月）に行政書士による相談会を開催します。 

 相続や遺言・エンディングノートについて無料で相談に応じます。 

 先着順で2人までのご相談を受け付けます。 

 秘密は固く守られますので，どうぞお気軽にご相談ください。 
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 “変人”と呼ばれる老人を通し

て、敗戦国ドイツの独裁者への関心

を高める少年。老人の正体はもしか

したら…という疑問からついに悲劇

的な結末を迎える「アドルフ」。一

家で大切にされていた時計が、一家

を陥れた金貸しに奇妙な復讐をし、

それに巻き込まれていく少年の話

「赤い館の時計」など、９つの短編

集です。不気味な雰囲気の話が多い

ですが，それぞれの作品に家族への

思いや，父と息子の切なく複雑な関

係性も語られていて読み応えがある

一冊です。 （高橋） 

★ティーンズ★ 
 

『遠い日の呼び声』 

 

 ロバート・ウェス         

トール／著 

野沢佳織／訳  
徳間書店 

2014年  

★物語★ 
 

『こぶたのピクルス』 

 

 小風 さち／文 

 福音館書店 

 2014年 

 東京の築地市場をモデルにした巨

大な魚市場の１日の流れが、細密で

色鮮やかな絵で描かれています。ず

らりと並ぶ魚たち、マグロの解体や

セリの様子、仲卸売場で売る人買う

人の大混雑、見るだけで活気が伝

わってくるようです。魚介類だけで

なく、働く人たちのファッションや

プロの使う道具類なども図鑑のよう

に細かく紹介されています。ふだん

目にすることのない魚市場という世

界の珍しさに、好奇心でわくわくさ

せられる絵本です。 （中川） 

★絵本★ 
 

『魚市場』 

 

沢田 重隆／構成・絵 

評論社 

1985年 

 ピクルスはこぶたの男の子です。あ

る朝、目を覚ますと、歯が少しぐらぐ

らしています。お母さんが「おとなの

歯がはえてくる」のだと教えてくれま

した。嬉しくなったピクルスはみんな

にこの大ニュースを伝え、なかなか抜

けない子どもの歯に糸を結びますが、

ドキドキして引っぱることができませ

ん。ピクルスの歯は無事に抜けるので

しょうか？明るく元気なピクルスの日

常を描いたお話が、かわいらしい挿絵

とともに４話入った楽しい1冊です。 
（中川） 

 みなさんのだいすきな子どもの本

を、るーぽんカードに書いて紹介し

てください。書いていただいたカー

ドは、こどもとしょかんに掲示しま

す。 

 おもしろい本、感動する本など、

あなたのおすすめの一冊が誰かの新

しい「出会い」になります。 

 お子さんからおとなまで、どなた

でも参加できます。 

募集・掲示期間 

４月２０日（月）から５月３１日（日） 

カードと色鉛筆・ペンはこどもとしょかんにあり

ます。 
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 市民の身近な町内会ですが，自分が役員にな

らない限り，だれがどんな運営をしているのか

あまり関心がない人が多いと思います。しか

し，住民生活にとって大事な町内会です。初め

て役員になる方はもちろん，ベテランの方も，

社会人一年生の一人住まいの方も読んで役立つことがいろいろ書いてあります。特に，町内会活動の

活性化，町内の素朴な疑問などは，どこの町内会でもありそうな内容です。是非この本を読んで地域

で困っていることを解決してみてはいかがでしょうか。（松原） 

 この著者の本は何冊も出版されてい

ますが，今回は食材を使いきることに

焦点をあてています。つい持て余して

しまうセロリの葉やキャベツの外葉を

使ったレシピや，レモンもボロボロになるまで絞りきるなど，最後まで食材を無駄にしな

い工夫が紹介されています。食材を「もったいないから」ではなく，「おいしいから」全

部使うことで，料理も一段と豊かに楽しくなりそうです。 （小越) 

 インターネットで商品を「ぽちる」，この言葉

を見たり聞いたりしたことはあるでしょうか？で

は，実際に使ったことは？ 

 この「ぽちる」のように辞典に載りそうで載ら

なかった言葉を，『三省堂国語辞典』の編纂者である著者が言葉ごとに解説しています。言葉

の由来も言い間違いや方言まで様々ですが，その出所も大学生の会話から１９８０年代の文学 

作品まで様々。こんな言葉があったのかと，ちょっとためになる楽しい一冊です。（松本） 

 荻川地区図書室………火～木、土、日、祝 開室 荻川コミュニティセンター内  （新津図書館へ 0250－22－0097） 

 金津地区図書室………火～木、土、日   開室 金津地区コミュニティセンター内（新津図書館へ 0250－22－0097） 

 小須戸地区図書室……月～木、土、日（第２、第４木曜日は休室） 開室 小須戸まちづくりセンター内 

          （新津図書館へ 0250－22－0097） 

『運営からトラブル解決まで自治会・町内会お役

立ちハンドブック』 

 水津 陽子／著  実業之日本社  2015年 

『「使いきる。」レシピ 有本葉子の“しまつ”な

台所術』 

 有元 葉子／著  講談社  2015年 

イベント 場  所 対 象 曜日・時間 開 催 日 

おはなしのじかん 新津図書館 幼児以上 
毎週火曜日 

１５：００ 

5月……12日、19日、26日 

6月……2日、９日、16日、23日 

ちいさいこの 

よみきかせ 
新津図書館 乳幼児 

毎週火曜日 

１０：３０ 

5月……5日、12日、19日、26日 

6月……2日、9日、16日、23日 

ボランティアによる 

よみきかせ 
新津図書館 幼児以上 

毎週土曜日 

１４：００ 
（第5土曜はナシ） 

5月……2日、9日、16日、23日 

6月……6日、13日、20日、27日 

おはなしのじかん 荻川地区図書室 幼児以上 
毎週土曜日 

１０：３０ 

5月……2日、9日、16日、23日、30日 

6月……6日、13日、20日、27日 

ボランティアによる 

よみきかせ 
金津地区図書室 幼児以上 

毎月第１土曜日 

１３：３０ 

5月……お休みです 

6月……6日 
 

おはなしのせかいへ 幼児以上 
毎月第３土曜日 

１０：３０ 

5月……16日 

6月……20日 
小須戸地区図書室 

   次号は6月発行です 

『辞書には載らなかった不採用語辞典』 

 飯間 浩明／著  PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 PHP研究所（発売）   2014年 


