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★新津図書館創立90周年を迎えて 

P1    

★なじらねこの本 

★あなたの疑問にお答えします P2   

★ちいさい子のためのクリスマス

会の様子 

P3  

★おすすめの子どもの本 

★おすすめの大人の本 

★よみきかせスケジュール 

★視聴覚教材新規購入リスト 
別

紙 

P4   

 当館は、創立90周年を前に昨年度改築されました。読み、調

べ、学ぶ場として、更に新津川の流れに寄り沿った建物は四季を

感じる憩いの場として多くの来館者を迎えています。 

 資料によると、大正14年10月に越後屈指の名家、桂家の当主、

桂恕佑（かつら ひろすけ）氏からの建設と蔵書の寄付により開

館された新潟市内でも歴史ある図書館です。当館が、この地に根

ざす重要な役割である郷土資料の保存からも歴史を振り返ること

ができます。90年という年月に裏打ちされ、今の新津図書館に至

ります。 

 本は一生の付き合いです。乳幼児と親子には初めて出会う楽し

みを。迷い悩み考える青少年には希望を。その後は行く道の支え

に。それを担う新津図書館も百周年、そしてまた次の世紀に向け

て進まなければなりません。 

 昨今、公共図書館に要求される姿は多様性を帯び、図書館協議

会にもそれが求められていることを常に念頭に置き、当館の運営

を市民の皆様と共に支援したいと思います。 
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○新津図書館は今年で90周年になります（大正14年10月1日開館）○ 

こどもとしょかん（写真左）と
エントランス（写真右）のリン
ゴの木にたくさんの実がなりま
した。 
本を紹介してくださったみなさん
ありがとうございました！ 
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レファレンスカウンターに寄せられたレファレンス（調査相談）の一部を紹介します 

Ｑ2：昭和４０年からの秋葉区小合地区の 

                  人口と世帯数が分かる資料はありますか？ 

Ｑ1：「一閑張（いっかんばり）」の作り方を調べたいです。 

Ａ1：一閑張とは、カゴや木製の箱・器などに和紙を貼り、その上から漆や

柿渋を塗って仕上げる工芸技法です。 

 「いっかんばり」と言う単語で検索しましたが、ヒットする本はありませ

んでした。その為、漆塗りや柿渋染めの本に一閑張について書かれていない

か探し、以下の本に書いてあることが分かりました。 

○『千家十職 手業の小宇宙』 ｐ193～ 

○『茶道具手作り入門』 ｐ157、ｐ161、ｐ168 

○『柿渋染めの和紙あそび 』 ｐ75～ 

○『日本の伝統工芸 10』 ｐ52～ 

○『柿渋クラフト 柿渋染めの技法』 

Ａ2：新津図書館で所蔵しているもので分かるものは以下の表になります。 

昭和40（1965）年 にいつ‘74 
昭和60（1985）年  

新津市人口概数 

昭和43（1968）年 新津市の人口移動 新津市統計書 

昭和45（1970）年  
国勢調査速報 昭和62（1987）年 新津市統計書 

新津市のすがた 平成2（1990）年 新津市人口概数 

昭和47（1972）年 新津市のすがた 平成7（1995）年 国勢調査速報 

昭和51（1976）年 新津市統計書 平成9（1997）年 新津市統計書 

昭和53（1978）年 新津市統計書 平成12（2000）年 国勢調査速報 

昭和55（1980）年 国勢調査速報 平成14（2002）年 新津市統計書 

昭和56（1981）年 
新津市統計書 平成17（2005）年 

    ～ 

平成26（2014）年  昭和58（1983）年 新津市統計書 

新潟市統計書  
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 児童文学『ゲド戦記』のシリーズ

を翻訳した清水さんが、10代のKさ

んに向けて、手紙という形でこの本

を書いています。個性重視といいな

がらも、他人と違わないように気を

つけて生きる若者へ、もっと怒って

いい、悩んでいい、傷ついていいと

背中を押してくれています。しかし

若者だけに向けたメッセージと思い

きや、実は今の大人がどれだけ大人

になりきれていないかを突き付けて

いるのです （高橋） 

★ティーンズ★ 

『大人になるってお

もしろい？』 

 

清水 真砂子／著  
岩波書店 

2015年  

★物語★ 

『どろぼうのどろぼん』 

 

 斉藤 倫／著 

 牡丹 靖佳／画 

 

 福音館書店 

 2014年 

 チビウサギは、仲良しのデカウサ

ギに聞いてみます。「どんなにきみ

がすきだかあててごらん！」小さな

手を一杯に広げて気持ちを伝えるチ

ビウサギですが、「ぼくは、こ〜ん

なに！」と大きな手を広げてデカウ

サギに言われ。。。どちらの方が

もっとすきかの比べ合いが始まりま

す。チビウサギが「すき」を伝える

ために考え出す、ユーモラスな発想

と単刀直入なことば。気持ちを言い

表す喜びが伝わってきます。ウサギ

たちの表情を巧みに描いた挿絵もす

てきな本です。（金塚） 

★絵本★ 

『どんなにきみがすきだ

かあててごらん』 

 

サム・マクブラッドニ

イ／え・ぶん，アニタ・

ジェラーム／え，小川 

仁央／やく 

 

評論社 1995年 

 ある雨の日、刑事の「ぼく」は盗み

に入ろうとしていたどろぼうのどろぼ

んを捕まえます。物の声が聞こえると

いうどろぼんが盗んできたのは、ミキ

サーや黒電話など人に忘れられた物が

ほとんど。盗まれたとは誰も思わない

ものでした。 

 取り調べとして話を聞くうちに，

「ぼく」は彼が物の声を聞けなくなっ

てきている事に気づきます。どろぼん

が物の声を聞けなくなっている理由

は、とあるものを盗んでしまったこと

にあったのです。 

（松本） 

 12月8日（火）にちいさいこのクリス

マス会を開催しました。当日は100人以

上の方に参加していただき，会場と

なった研修室も満員になりました。 

 ボランティアの皆さんのよみきかせ

や，少し早いサンタクロースの登場で

とても楽しい会になりました。 

↑よみきかせの様子です。 

 たくさんの方々が来てくださいました。 

←サンタクロースも来てくださいました。 

 少し早いプレゼントもありましたよ。 
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 今，全国で町おこしが行われている。行政

と地域が手を取り合い，知恵を出し国等の補

助金を当て様々な施設が造られ様々なイベン

トが繰り広げられている。当初は大勢の人が

集まりまちが賑わう。しかし，補助金が切れ

ると寂れてしまう。こんな失敗例が山のようにある。原因は補助金頼みと役所が旗振りをするから

だというのが著者の主張。民間がまちづくりをすれば計画も資金調達もより現実的になるという。

まさに目から鱗の話である。 （松原） 

 映画「おくりびと」で一躍日本の葬儀業

界の認知度が上がったが、本書はその葬儀

業界のリアルを浮き彫りにしたものだ。普

段の生活では知ることがない、実際は葬儀会社におまかせになることが多い「死」に関わること。

葬儀の専門学校で学ぶ若者たち、葬儀社社員や、納棺師、復元師、エンバーマー、火葬場職員など

に、どんな仕事の内容なのか、どんな思いで仕事しているのか、そしてなぜその仕事を選んだのか

著者はどんどん掘り下げていく。決して綺麗事や上辺だけではない生の声が聞けて、人を送るとは

どういう事なのか改めて考えてみる。（高橋） 

 作家村上春樹が，インターネットを通じて読者か

らの質問に回答し，その一部をこの本で紹介してい

ます。深刻な社会情勢や恋愛・家族の悩み、ドーナ

ツの作り方や高倉健についてなど，質問は様々で

す。真摯に回答しているものもあれば、思わず笑って

しまうものもあり、小説とは一味ちがった村上春樹の一面を見ることができます。「読書感想文の

書き方」の回答は，なるほど，と感心しました。気になる方は，ぜひ読んでみてください。  

（小越） 

 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） 

『稼ぐまちが地方を変える-誰も言わなかった10の

鉄則- 』 

 木下 斉／著  ＮＨＫ出版  2015年 

『葬送の仕事師たち』 

 井上 理津子／著  新潮社  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 

1月……５日、12日、19日、26日 

2月……2日、16日、23日 

※2月9日は蔵書点検のためお休みです 

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 

1月……5日、12日、19日、26日 

2月……2日、16日、23日 

※2月9日は蔵書点検のためお休みです 

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） 

1月……9日、16日、23日 

2月……13日、20日、27日 

※2月6日は蔵書点検のためお休みです 

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 
改修工事の為お休みです 

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 

1月……お休みです 

2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 

1月……16日 

2月……20日 
小須戸地区図書室 

   次号は2月発行です 

『村上さんのところ』 

村上春樹／答えるひと フジモトマサル／絵 

新潮社 2015年 


