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寒い冬は図書館で温まりませんか？
「おはなしのじかん」手あそびの 1 コマ。上手にできるかな？

楽しいよ！

絵本に興味津々！

本を通じてコミュニケーションも深まります。

寒く厳しい冬の日は、どうしても家にとじこもりがち。そんなときは、図書館で過ごしてみ
ませんか。亀田図書館は、小さなお子さん連れでも利用しやすく、絵本など子ども向けの本を
たくさんそろえています。お子さんが楽しく過ごせるよう、さまざまな取り組みも行っていま
す。本に囲まれて、ほっこり温かくお過ごしください。

子ども図書室

赤ちゃんタイム

おはなしのじかん
絵本の読み聞かせや、

少しくらい声を出しても

毎週水曜日（※）、午前 10 時

大丈夫。お子さん連れでも気

から午後 1 時は、赤ちゃんや小

手あそびなどを楽しめます。

兼ねなく利用できるスペー

さなお子さん連れの方から、特

第 1･3 土曜日 午前 10 時 30 分～11 時

スです。くつろぎながら絵本

に気楽に図書館で過ごしてもら

第 2･4 水曜日 午前 10 時 30 分～11 時

や紙芝居などを楽しめます。

える時間としています。

第 4 日曜日

（※ただし、毎月第 1 水曜日は休館）

午前 11 時～11 時 30 分
（※）
（※平成 30 年 4 月以降は
午前 10 時 30 分～11 時）

江南区の砂丘
江南区に砂丘があることを知っていますか？NHK の人気番組「ブラタモ
リ」で取り上げられ、一躍話題になったのでご存知の方も多いかもしれませ
ん。亀田図書館では今注目の砂丘をテーマに、１１月２３日（木・祝）
、講演
会「江南区の砂丘の地理と歴史 ～砂は崩れ、また山となる～」を開催しま
した。講師は新潟市歴史博物館の学芸員・小林隆幸さん。
講演会では、今は内陸部に位置する江南区も、かつては海に面していたた
め砂丘列が形成されていることの説明があるなど、地形を知ることで、江南
区の歴史や成り立ちをより深く知ることができました。

講師・小林隆幸さん

江南区の砂丘のポイント

砂丘後列

・ 3 本の砂丘列で構成。
・ 砂丘後列が最も大きく、高さは最大で 17m。
・ 新潟砂丘の中でも最も古い砂丘の１つ。約

松山

船戸山

6000 年前から砂丘が存在。

・ 「砂」のほか、砂丘の高まりを示す「山」、

砂丘中列

手代山

蔵岡

「岡」、砂丘と砂丘の間の低い土地を示す
「谷」など、砂丘に関連した地名が長さ 7km

砂丘前列

の範囲に点在。

茅野山

新潟市都市整備局平成 14 年印刷図

砂丘にちなんだ地名の例
「砂」

砂岡、砂崩、砂山

「山」、
「岡」
「谷」

茅野山、城山、蔵岡、手代山、
船戸山、北山、松山、など
茗荷谷

江南区の砂丘を紹介した本
新潟・佐渡編掲載！

図書館で借りられます！

『ブラタモリ

9』NHK「ブラタモリ」制

作班／監修、KADOKAWA 刊
『新潟砂丘』
（新新潟歴史双書 ６） 新潟
市／編、新潟市刊

など

図書館で地域の気になることを調べてみませんか？
地域のことで気になること・知りたいことはありませんか。図書館では、皆さんの調べもの・探し
物をお手伝いするサービスを行っています。図書館にある江南区や新潟市、新潟県に関する本を活用
して、あなたの地域について気になっていることを調べてみませんか。もちろん、地域のこと以外で
も、暮らしや学びの中で生まれた疑問について、幅広くお手伝いします。お気軽に職員へお声掛けく
ださい！
◎こんな調べ物をお手伝いしました
◎こんな本で調べられます
『亀田の歴史』

亀田の絵ろう

亀田町史編さん委員会／編纂、亀田町刊

そくに描いて

『横越のむかし語り』
横越町史編さん委員会／編集、横越町刊

など
亀田図書館はもちろん、新潟市立図書
館全館の本を使って調べることができ
ます。

ある花は？
亀田織物会社っ
てどんな会社だ
ったの？

新潟の砂丘はど
んな風に変化し
てきたの？

アルビレックス新潟より
フラッグをいただきました！

亀田図書館では移転開館以来、サッカーをはじ
めとするアルビレックス関連の資料を収集・展示
して応援しています。このたび、サッカー・アル
ビレックス新潟より、開館 5 周年の記念に選手
のサイン入りチームフラッグを寄贈していただ
きました。
亀田図書館は、これからもオールアルビレック
スを応援していきます！

年末年始と蔵書点検のご案内
亀田図書館は年末年始と 2 月下旬の蔵書点検期間中、それぞれ約 1 週間休館します。これに伴い、下表
のとおり貸出期間を 3 週間としますので、ごゆっくり本や雑誌、CD・DVD をお楽しみください。
なお、休館中も、本や雑誌は、文化会館正面入口脇の返却ポストに入れて返すことができます。ただし、
ＣＤやＤＶＤは破損の恐れがありますので、開館時にカウンターへお返しください。

休館期間
年末年始
蔵書点検

3 週間貸出期間

12 月 29 日（金）～1 月 3 日（水） 12 月 16 日（土）～28 日（木）
2 月 21 日（水）～28 日（水）

2 月 8 日（木）～20 日（火）

休館期間中、返却ポストは 24 時間利用できます。ただし、以下の時間帯はアスパーク共用駐車場が閉鎖
されます。
●月～土 午後９時３０分から翌午前８時
●日・祝 午後６時から翌午前 8 時
●平成 29 年 12 月 31 日（日）
・平成 30 年 1 月 1 日（月） 終日

俳句の窓
地域の俳人・田村紅子さんから、江南区にゆかりのある俳人の句を紹介していただきます。

お歳暮は特産梨ときめ配る

土器出しと云ふこのあたり麦青む

りじん

窪田 梨人
昔から梨作りの盛んであった茅野山で俳句も
楽しんでいた。お歳暮に配るのは、勿論のこと
立派な特上の出来の梨である。

窪田

ちくしゅう

竹舟

梨人さんの長男で竹舟さんは中学生の頃よ
り俳句会に出ていた。いまの文化会館の周辺か
らは沢山の土器が発掘されているのである。
田村紅子さん＊本名田村和子。亀田出身。亀山其園（高
浜虚子の弟子）に師事。俳誌「雪」
「玉藻」同人。
「鷗」
副主宰。亀田図書館協議会委員として図書館運営に協
あふ

力。著書：
『紅萩』
『菊日和』
『菊 溢 れしめ』
（句集）

おすすめの本
『剣と紅』

『あのときのカレーライス』

高殿円／著 文藝春秋
本書は NHK の大河ドラマ「おんな城主直虎」
の主人公、井伊直虎の生涯物語。
戦国時代、井伊家は駿府の今川家の家臣だっ
たため、今川家から目付家老を送られ、謀反を
監視されていた。小野政次もその１人。
今川家の陰謀などで、領主井伊直盛の１人娘
香は、父や許婚井伊直親や家老職たちが死んで
いくのを見た。井伊家の家督を継ぐ人がいなく
なり、香は次郎法師直虎を名乗り、地頭職とな
る。
直虎と直親と政次は幼なじみ。徳川家康の引
馬攻めの時、井伊谷城代の政次は処刑される。
直虎は、政次なりに井伊家を想って生きていた
と信じて供養する。
直虎は許婚の遺児虎松を養育し、家康に仕官
させる。虎松は、後に徳川四天王と呼ばれる井
伊直政と成っていく。
図書館協議会委員

村山広栄さん

きむら ゆういち／作 伊藤 秀男／絵
講談社
「あのときのカレーライスが食べた
い！」
大金持ちの男が貧乏な頃に食べたあのカ
レー。国じゅうの最高の料理人たちに最高
の食材で作らせてもかないません。とうと
う男は無一文に。そしてある日崖から落ち
ると…。
『あらしのよる
に』のきむらゆうい
ち氏と、2016 年『タ
ケノコごはん（大島
渚／文）』で日本絵
本賞を受賞した伊
藤秀男氏の初タッ
グの絵本です。
図書館職員
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