「しらかし」は豊栄図書館正面にあるシンボルツリーの樹種です。

祝

豊栄図書館で活動「おはなしマドレーヌ」さんが

優良読書グループとして全国表彰されました！！

これまでの歩み
・平成 11 年 10 月にグループ発足。
同年から豊栄中央公民館（現豊栄地区公民館）で
定期的におはなし会を開催。

・平成 22 年新潟市社会福祉協議会より表彰
・平成 24 年新潟市社会福祉協議会会長より表彰
子どもが小さいときに絵本の大好きなお
母さんが集まって始まり 23 年目。ここまで
続けられたことを幸せに思います。
グループの由来である「マドレーヌ」の誇り

老人クラブや児童センターでの活動が評価された。

現在は会員の交代を経て 6 名で活動中。
図書館や区内小学校、老人クラブ他で読み聞か
せ、手遊びなどのイベントを行う。

高い姿に負けないよう、子どもたちの読書に
つながる活動を続けていこうと思います。

北区の図書館で活動中の
ボランティアグループ（敬称略）
・おはなしマドレーヌ

・こんぺいとう

・おはなしの泉

・クリーク・クラック

▶ 豊栄図書館で

・おはなしバスケット

・豊栄図書館応援団

行われた表彰の様子

・豊栄図書館おはなしの勉強会

図書館での新型コロナウイルスへの感染防止対策について
新潟市立図書館では、消毒液の設置や定期的な換気、窓口に飛沫防止のビニールカーテンを設置するなどの
対策を行っています。感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

図書館利用時の新しい生活様式
・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
・会話をする際は、症状が無くてもマスクを着用。
・利用前後の手洗い。30 秒程度かけて、水とせっけんで丁寧に洗う。

北区・秋の読書週間
楽しみがたくさんです！

豊栄図書館シンボル
キャラクターとよたん

松浜図書館キャラクター
まつぼっくりん

とよたん読書会
この本だいすき！！
～11 月 30 日（火）まで

～11 月 30 日（火）まで

読書会のテーマ「おいしい本」

子ども限定！秋に読んだ面白かった本、
お気に入りの本、みんなに読んでほしい
本を紹介してね♪
おすすめの本は図書館内に展示します。

このほか

密を回避した交換日記型読書会。
館内設置の用紙に「食べもの」や「食
事」に関する本の題名とおすすめポイ
ントなどを自由に記載して、
「おいしい本」を紹介しあいま
しょう！

・本の福袋（豊栄）
・大人向け読書ノートの配布（豊栄・松浜）
・うちどくノート・ぬりえの配布（豊栄・松浜）

を行いました。たくさんのご参加ありがとうございました‼

これから開催予定のイベント
豊栄

松浜
冬のふしぎなおはなし会
日時 12 月 18 日（土）
① 午後 2 時～2 時 30 分

クリクラ楽しい X マスお話会
日時 12 月 25 日（土）
午後 2 時～2 時 45 分

② 午後 3 時～3 時 30 分

会場 豊栄図書館 集会室
会場 豊栄図書館 集会室

対象 幼児から

対象 幼児から

定員 先着 7 組

定員 各回先着 7 組
申込 豊栄図書館へ
（TEL：025-387-1123）
主催 おはなしの泉

松浜・推し本総選挙！
一般・児童それぞれ候補 3 冊
ずつの作品から、面白かった
本や推したい本に投票してく
ださい。1 位をつかむのは、ど
の本でしょう？！
投票期間：

申込 豊栄図書館へ
（TEL：025-387-1123）
主催 クリーク・クラック

12 月 2 日（木）～28 日（火）
結果発表：
1 月 6 日（木）

一 般 書

『ニッポン脱力神さま図鑑』

宮田 珠己／著 廣済堂出版

神社仏閣から道端、田んぼの脇。私たちの周りには色々な神仏像が置かれて
います。普段何気なく目にしていますが、稀に「え？」と思ってしまうお姿をし
ている事はないでしょうか。こちらの本では、日本全国から 6 種類の神仏像を
選び、作者が取材を行って癒され度、印象的な特徴をリストにしています。掲
載された写真を見たら、可愛くてユルい不思議な魅力にはまってしまうかも？
（山本）

『噛みあわない会話と、ある過去について』

辻村 深月／著

講談社

誰かと思い出話をしたときに、その人と自分とで覚えている箇所が違ったり、
印象が全く異なっていたという経験はありませんか。
この本では、４つの短編それぞれで自分が正しいと思っていた行いや既に過去
の思い出となった出来事を相手はどのように捉え、感じていたのかが見えてきま
す。人によって考え方が違うとわかっていても、読み進めるほどそわそわ、ぞわぞ
わと、思わず自分の今までを振り返りたくなるような一冊です。 （加藤）

児 童 書

『パンやのくまさん』
フィービとセルビ・ウォージントン／さく・え まさきるりこ／やく 福音館書店

パンやのくまさんが朝起きてから夜寝るまでの一日を追ったお話です。このく
まさん、ぬいぐるみのような可愛らしい見た目ですが、働く姿はとっても一人前
。パンを焼くためのかまどに火を入れて、パンを焼いて、お店を開けて、配達も
します。町の人気者のくまさんにぜひ癒されてください。『せきたんやのくまさ
ん』『ゆうびんやのくまさん』等シリーズも出版されています。（渡邉）

『野生のロボット』

ピーター・ブラウン／作・絵 前沢 明枝／訳

福音館書店

ロボットが人間社会に普通にいる近未来。ある輸送船が難破、積荷の家庭用ロボ
ットが大海原に投げ出され、無人島に漂着しました。ラッコの偶然のタッチで起動し
たロボット、そこには命令する人間はいません。大自然の中でロボットは生き抜く術
を学習し、やがて動物の言葉を会得して彼らの信頼を得ます。そこへ銃を構えた回
収ロボットたちがやってきました。動物たちと生きてきたロボットはどうするでしょ
うか。ＡＩと自然、ＡＩを生み出した人類…考えさせられる物語です。（関）

定例会のご案内
赤ちゃん・お子さんが楽しめる、定例の「おはなしのじかん」をご案内します♪
なお、新型コロナウイルス感染状況によって、イベントは急遽中止になる場合があります。

おはなしのじかん
豊栄

場所：豊栄図書館 集会室

★０～2 歳向け
毎週土曜日 午前 10 時 30 分から 10 時 50 分

★幼児から
毎週日曜日 午前 10 時 30 分から 11 時
第４土曜日 午後２時から２時３０分
第４日曜日 午後２時から２時３０分

松浜

場所：北地区公民館（松浜図書館と同じ建物） 2 階 保育室

★０～2 歳向け
毎週木曜日 午前 11 時から 11 時 30 分（一組 1 0 分、予約制）

★乳幼児から
毎月第２土曜日 午前 11 時から 11 時 30 分（予約制）

絵本相談タイム

「どんな絵本を読んだらいいの？」
「同じ絵本ばかり読みたがるけど…」など絵本についての疑問にお応えします！
豊栄図書館・松浜図書館の

マークがついているおはなしのじかんで

実施しています♪

赤ちゃんタイム
「赤ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さなお子さんをお連れの方が、

図書館で気楽に過ごせる時間です。

豊栄図書館

：おはなしのへや 毎週水・土曜日

松浜図書館

：松浜図書館内

午前 10 時から正午

毎週木曜日 午前 10 時から午後 1 時
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