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アイテム

便利な道具で
快適な図書館利用を！
アイテム

電子ルーペ

亀田図書館では、便利な道具を用意していま

拡大鏡・ルーペ・老眼鏡

す。全て貸出をしていますので、お気軽にカウ

は 文 字が 小 さく て読 み
づらい時に役立ちます

ンターの職員へお声がけください。
便利なアイテムを使ってより快適に、図書館
をご利用ください。

老眼鏡

読書に役立つ
アイテム

拡大鏡

電気スタンド

卓上ライト

明るさが足りない時
にどうぞ

図書館で
過ごしやすくなる
アイテム

LAN ケーブル
学習席でご利用いただけます
無線 LAN 設備もあります

リーディング
トラッカー
リーディングトラッカーは両隣の行を隠すこ
とで、読みたい行だけを集中して読むことがで
きるようにし、読書をサポートするものです

ひざ掛け
クッション

自由に使える
アイテム

館内が肌寒いときに
お使いください

ベビーカー
お子様連れの方におすすめです

カート＆かご
本を選ぶときに便利です

展示コーナーでは、図書館の職員がさまざまなテーマに沿って選んだ本を紹介し
ています。バラエティ豊かな本が並んでいますので、新たな本との出会いがあるか
もしれませんよ。

～テーマ展示コーナー～
大人向け

児童向け

2 か月ごとにテーマが変わる、亀田図書館で一番大きな展示コーナー。展示される本の冊数も最大です。
大人向けは図書館入口付近に、子供向けは子ども図書室入口付近と絵本書架の上に設置しています。

～プチ展示～

その月の記念日やイベントにち
なんだ本を紹介する、少し規模の小
さな展示コーナー。１か月ごとにテ
ーマが変わります。
一般書架の脇に設置しています。

～特設展示～

亀田図書館や江南区、新潟市のイベ
ントに関する展示をはじめ、時事に対
応した展示を行います。郷土資料コー
ナーの脇にあります。

秋の読書週間にあわせて、新潟市立図書館では 10 月 27 日(土)から 12 月 4 日(火)まで関
連行事を開催します。
亀田図書館でも、この期間に様々なイベントを実施します。
各イベントについて、詳しくは館内のチラシ・ポスターをご覧ください。

読書ノート配布

10 月 27 日（土）から配布

子ども向け・大人向けの読書ノートをお配りします。読んだ本の数だけ色を塗ったり、本の
感想を書くなど、読書の記録にお使いください。
子ども向け読書ノートはすべて記録すると、るーぽんシールをお渡しします。大人向け読書
ノートは 100 冊ご用意しています。

雑誌リサイクルフェア
図書館での保存期間を終えた、平成 27 年以前発行
の雑誌などをお分けします。
先着順で 1 人 10 冊まで持ち帰ることができます。
事前のご予約、お取り置きはできません。
日時 10 月 21 日（日）

午前９時 30 分から 11 時

会場 江南区文化会館 多目的ルーム

亀田図書館

いきいきシニア健康講座

シニア世代に向けて、いつまでも健康で長生きするために役立つ
食に関する講話と、簡単にできるエクササイズの紹介を行います。
日時
会場
定員
申込

10 月 27 日（土） 午後 2 時から 3 時 30 分
江南区文化会館 多目的ルーム
先着 40 名
10 月 13 日(土)午前 11 時から
亀田図書館窓口または電話・ファクシミリで受付

おはなしのじかんスペシャル
絵本の読み聞かせや紙芝居などを行い
ます。
会場 亀田図書館
日時 定例会

おはなしのへや

第１・３土曜日
第２・４水曜日
第４日曜日

日

時間

1

11 月 4 日（日）

午前 10 時 30 分から 11 時

2

11 月 11 日(日)

午後 1 時 30 分から 2 時

3

11 月 17 日(土)

午前 10 時 30 分から 11 時 15 分

4

11 月 18 日(日)

午前 10 時 30 分から 11 時

5

11 月 28 日(水)

午後 1 時 30 分から 2 時

その他の日程は右表をご覧ください

江南区中学生俳句作品展
区内の中学生の輝く感性が、17 文字に込められ
ています。
日時 11 月１日（木）から 11 月 22 日（木）
会場 江南区郷土資料館 展示室

俳句の窓
江南区は昔から俳句が盛んな土地柄です。
地域の俳人の方から、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。
今回より担当が田村紅子さんから小嶋紅円さんにバトンタッチしました。
ちょう

かがや

蝶 白く 輝 き遊ぶ花野かな
たむら

とし お

登山靴油濃く塗り年惜しむ

べにこ

たむら

田村 紅子
亀田排水路公園・田村夫妻の夫婦句碑より。
三十代より俳句に精進され、伝統ある亀田「写
生俳句」の後継者。数多くの俳句会で選者とし
て指導者として、日々ご活躍されている。

さん か

田村 山火
田村夫妻の夫婦句碑より。前出、紅子さんの
夫(本名・祥司)。亀田中学に赴任して俳句を始
め、亀田の俳句会に多大の貢献をされた。町文
化財保護審議委員長など歴任。平成 17 年没。
小嶋紅円さん＊本名小嶋健一(元教員)。亀田下早通出
身。田村山火・紅子夫妻に俳句を教わる。俳誌「雪」
「鷗」に投句。著書：『世継榾』（俳句・俳文集）

『テオの「ありがとう」ノート』
ル・グイック＝プリエト／著

『和菓子のアン』

坂田

雪子／訳

PHP 研究所

2016 年

坂木
光文社

司／著
2010 年

生まれつき手足が不自由なテオ。手助けを

高校卒業後の進路が決めきれず、百貨店の

受ける度に“ありがとう”を言わねばならない

和菓子屋でアルバイトを始める梅本杏子・通

自分に苛立ちます。しかし、スポーツを通し

称アンちゃん。個性的すぎる同僚や客人など

ての新たな出会いが彼を変え始めます。

様々な人々と出会い、和菓子の奥深さを知り、

テオと彼を思いやる父母の心が丁寧に描か
れているのは、著者自らが障害を持つ子の母
だからではないでしょうか。

うめもと きょうこ

次第に仕事に面白みを感じていきます。
和菓子に秘められた「物語」を解き明かし
ていく謎解きが、章立てで展開されます。

障 が い につ い ても っ

読むと和菓子屋さんを

と知りたい方には、『き

覗きたくなりますよ。

いてみよう障がいって
なに？（1～5 巻、石川
憲彦／監修

ポプラ

社）』も併せておすすめ
します。
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