かめだ図書館
図書館だより
だより
新潟市立亀田図書館(江南区文化会館内
江南区文化会館内)

第１３号 平成２８年６月発行
月発行

新任館長挨拶

「安 心」 と「 喜 び」 の あ る 図 書 館

亀田図書館 館長 子安 洋子

４月から、亀田図書館に勤務させていただいております
亀田図書館に勤務させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様の、読みたい・調べたい求めを誠実に受けとめ、
皆様の、読みたい・調べたい求めを誠実に受けとめ、必要な資料や情報を提供し
必要な資料や情報を提供し、安心と喜びを味わって
いただける図書館を目指したいと思います。
いただける図書館を目指したいと思います。配架・読み聞かせ・ブックスタート等、各種ボランティアの皆
配架・読み聞かせ・ブックスタート等、各種ボランティアの皆
様のご支援もいただき、地域に根差した図書館として、より多くの方達に活用されるよう努めてまいります。
この紙面をお借りし、着任して３カ月の私が発見した当館のお宝を
着任して３カ月の私が発見した当館のお宝を、クイズ形式で紹介させていただきま
クイズ形式で紹介させていただきま
す。答えてくださった方へは、職員がチームで手作りした特製しおりを
職員がチームで手作りした特製しおりをプレゼント！
プレゼント！
Q.１

Q.２

Q.３

亀田図書館の、
亀田図書館の、もっとも

今年の亀田図書館の行事は

図書館が舞台になってい

自慢するお宝は？（２つ）

どれ？（５つ）

る小説は？（４冊）

１：文化講演会（俳句関連）

１：交歓（『 瞬 きよりも

ヒント：
目には見えない何かと
目には見えない何かと、
閲覧室２階にある
閲覧室２階にある資料で
「アスパークまつり」
おはなしのじかんのようす
「ねずみとかぜ」のパネルシアター
(『とうさんおはなしして』より)
アーノルド・ローベル／作
三木卓／訳 文化出版局

す。
どうぞご利用く
(２階もどうぞ
ださい)

２：おはなしのじかんスペシ
ャル

（グループで読書を楽しむ活動）

平成 28 年度 亀田図書館事業計画
期 日 ・ 期 間

事業名
赤ちゃんタイム☆
通
年 おはなしのじかん☆
4 月 23 日(土)〜
5 月 31 日(火) こども読書週間事業☆
5 月 17 日(火) 行政書士無料相談会
6 月 5 日( 日) アスパークまつり
読書へのアニマシオン
7 月 24 日(日) 〜アニマシオン・ワークショップ
7 月 26 日(火) 体験しよう！図書館のしごと☆

３：れんげ野原のまんなか

４：アニマシオン

６：赤ちゃんタイム

速く』
）
２：羊と鋼の森

３：寄席

５：ビジネスセミナー

まばた

で
４:図書室のキリギリス
がい

５:崖の国物語第７巻

☆：子ども向けの事業
ども向けの事業

期日・期間

事業名
本とあそぼう！
8 月 6 日(土) 〜アニマシオン・ワークショップ
アニマシオン・ワークショップ☆
9 月 3 日(土)〜
読み聞かせボランティア基礎講座 回)
10 月 15 日(土) 読み聞かせボランティア基礎講座(4
ビジネスセミナー
9 月 11 日(日) 「ゼロからのマーケティング」
11 月 3 日(祝)〜
24 日(木) 中学生俳句作品展示会
11 月 20 日(日) 保存期限の切れた雑誌をお譲りします！
保存期限の切れた雑誌
11 月 23 日(祝) 文化講演会(俳句関連
俳句関連)
(予定は変更になる場合があります
予定は変更になる場合があります)

地区図書室が使いやすくなりました！
地域にお住まいの方から気軽に読書に
親しんでいただくため、江南区には４つ
の地区図書室があります。
本年度より、開室日・開室時間が大幅
に拡大しました。
利用者登録(無料)をしていただければ、
建物が開いている間はいつでも本を借り
ることができます。
詳しくは、別紙チラシをご覧ください。

江南区の地区図書室
大江山地区図書室

曽野木地区図書室

(大江山農村環境改善ｾﾝﾀｰ１階)

(曽野木地区公民館２階)

両川地区図書室

横越地区図書室

(両川連絡所２階)

(横越地区公民館１階)

※図書館のカードを持っている方も、新たに地区図書室の登録が
必要です。
※時間帯によりセルフサービスの貸出になります。
※本や雑誌は、借りた地区図書室にだけ返却できます。
※図書館の本は上記の地区図書室には返却できません。
※横越地区図書室の開室日時・貸出方法はこれまでどおりです。

地区図書室の
ちょっと深〜イイはなし
★新刊を買っています。
時にはあのベストセラーを買うことも……
★あまり数は多くありませんが、
雑誌も買っています。
(横越地区図書室除く)

★『本のリクエスト』が可能！地区図書室にない本も
図書館から取り寄せできます。
図書館の本棚でなかなか見かけない
意外な本に出会えるかも！？

地区図書室で買っている雑誌
WITH
栄養と料理
ESSE
家庭画報
CARREL
きょうの健康
きょうの料理
すてきにﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ
暮らしの手帖
クロワッサン
財界にいがた
サライ
趣味の園芸
川柳にいがた
CHANTO
ハルメク
婦人公論
文藝春秋
山と渓谷
ゆうゆう

大江山

●

●
●
●

曽野木
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

江南区の農産物キャラクターを使っ
た特製しおりを配布しました。
越後姫の姫ちゃんとスイートコーン
くんが人気でした！

ボランティアさんも活躍！
「おはなしのへや」いっぱいに集まった子どもた
ちは、目を輝かせて聞き入っていました。

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

★☆★アスパークまつりに参加しました★☆★
6 月 5 日(日)は、アスパーク亀田の年に一度
の大イベント「アスパークまつり」でした。
当日は晴天にも恵まれ、4 千人近くの来場者
が文化や食、スポーツなどを思い思いに楽しみ
ました。
亀田図書館も、オリジナルしおり配布とおは
なしのじかんスペシャルを行いました。

両川

●
●
●

●

○●子ども図書室のご案内●○
本との出会いは、子どもが言葉を学んだり
子どもが言葉を学んだり、想像
力を豊かにする上で、とても大切
大切なことです。
絵本の読み聞かせや好きな本について話すこと
で、おうちの方とのふれあいも深まります。
亀田図書館では子どもに本と親しんでもらうた
は子どもに本と親しんでもらうた
め、館内の「子ども図書室」にたくさんの本を用意
、館内の「子ども図書室」にたくさんの本を用意
し、さまざまな取り組みを行っています。
な取り組みを行っています。
子育て本などおうちの方に役立つ資料は「子育て
応援コーナー」をご覧ください。
ご利用をお待ちしてい
ご利用をお待ちしています！

赤ちゃんタイム

子ども図書室のようす

実施中！

毎週水曜日午前 10 時〜午後
午後 1 時
※毎月第 1 水曜日は休館日です。

赤ちゃんタイムは、赤ちゃんや小さいお子さんと
赤ちゃんや小さいお子さんと
ご家族が、気軽に図書館をご利用いただくための
時間。多少にぎやかに過ごしたりしても大丈夫で
す。
第 2、第 4 水曜日は
おはなしのじかんも開催中！！

おはなしのじかん

開催中！

絵本の読み聞かせやおはなしが楽しめる「おは
なしのじかん」｡子ども図書館
子ども図書館の「おはなしのへや」
で、以下のスケジュールで実施しています。
【赤ちゃんタイム】

ボランティアによる
ボランティアによるおはなしのじかん

第 2・4 水曜日

午前 10 時 30 分〜11 時

ボランティアによるおはなしのじかん
おはなしのじかん

第 1・3 土曜日

午前 10 時 30 分〜11 時

職員によるおはなしのじかん
おはなしのじかん

第 4 日曜日

午前 11 時〜11 時 30 分

うちどくノート配布中！

うちどく(家読)は家族ふれあい読書のことです。
は家族ふれあい読書のことです。

〜こどもの読書週間 事業レポート〜
毎年 4 月 23 日から 5 月 12 日はこどもの読書週間。
亀田図書館ではこれに合わせて、
、
「
「この本だいすき！」
と「おはなしのじかんスペシャル
おはなしのじかんスペシャル」を催しました。
●この本だいすき！(市立図書館全体での取り組み
市立図書館全体での取り組み)
子どもたちから「だいすき！」な本を
たちから「だいすき！」な本をおともだちに紹
介してもらいました。
紹介文を書いた付箋をボードにペタペタ。
貼るスペースが足りなくなるほど
が足りなくなるほど、たくさんの「だい
すき！」が集まりました♪
●おはなしのじかんスペシャル
たくさんのボランティアの方のご協力によって、
たくさんのボランティアの方のご協力によって、いつ
もの読み聞かせのほか、昔語りや
、昔語りや手遊びなどバラエティ
豊かなプログラムを実施しました。
なプログラムを実施しました。
＊クイズのこたえ＊
Q１：・利用者のみなさんと職員のつながり・俳句関連資料
・利用者のみなさんと職員のつながり・俳句関連資料 Q２：１．２．４．５．６ Q３：１．２．４．５
Q

考えてみませんか？「
考えてみませんか？「終活」のこと
のこと
人生の終えんを見つめ準備
準備することで、今をより良く生きよ
うとする「終活」。亀田図書館
亀田図書館では、５月１７日(火)に「相続」
「遺言」
「エンディングノート
エンディングノート」をテーマに、行政書士無料相談
会を実施しました。
また、終活関連の本も揃え、
、見ていただきました。
『遺言の書き方と相続・贈与』 比留間 薫／監修 主婦の友社
具体的な遺言書の例文がオールカラーで
オールカラーで豊富に載っています。相続と贈
与の内容は控えめですが、巻末の問い
い合わせ先一覧が充実しており、いざ
という時に安心です。
（
「終活のブックリスト
のブックリスト」より抜粋）
※その他の関連図書については
については、お気軽にお問い合わせください。

おすすめの本のご紹介

『食堂のおばちゃん』

山口恵以子／著

●新刊図書のご案内●

『やさいのがっこう

角川春樹事務所

とまとちゃんのたびだち』
なかや みわ／さく 白泉社

佃島にある「はじめ食堂」は嫁姑コンビで営んでいる町の定食屋。家庭
の味が売りで、アットホームな雰囲気の店だ。この味に魅了された客が
色々な厄介事を持ち込んでくる。再婚夫婦の誤解、嫁の結婚、跡継ぎ問題、
娘の片思い、倒産瀬戸際の経営者の賭け。思い出のカレー、白和え、焼き
鳥、冷やしナスうどん、ビーフシチューなどの料理がテーマを引き立てる。
次々と出てくる料理と巻末のレシピ集で、料理本としても楽しめる。おい
しい料理をむしゃむしゃと食べるように読んでいける本だ。著者は元食堂
のおばちゃん。どうりで美味いはずだ。

「やさいのがっこう」は、野
「やさいのがっこう」は
菜の子どもたちがおいしい
野菜になるために通う学校。
合格シールをもらって学校
から旅立つ
から旅立つためにがんばる
とまとちゃんを描いた絵本
です。(松井)

文:村山広
村山広栄さん(亀田図書館協議会委員)

亀田図書館で
ご利用いただけます！

ローマの休日
ウィリアム・ワイラー/監督

演歌の花道キング編
キングレコード

新潟市立図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに
亀田図書館が所蔵する
CD・DVD
DVD リストが
掲載されています！
ご覧ください
ご覧ください。
うっかりペネロペ
家族っていいな編
島田満/脚本 NHK EP

(c)うっかりペネロペ製作委員会
うっかりペネロペ製作委員会
Penelope by Anne Gutman and Georg Hallensleben
(c)Gallimard Jeunesse
Licensed by Nippon Animation Co.、
Co. Ltd.
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