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★新館長挨拶 

P1    

★返却ポスト利用時間拡大 

★行政書士無料相談会のお知らせ 

★図書館シアター 

★子どもの読書週間 

 講演会のお知らせ 
P3  

★おすすめの子どもの本 

★おすすめの大人の本 

P4  

★よみきかせスケジュール 

P2   
★視聴覚ライブラリー 

 新DVD紹介 

〒956-0863 

  新潟市秋葉区日宝町6-2 
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   電 話 0250-22-0097 
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 ４月１日（金）から、新津図書館のブックポストが24時間

利用できるようになりました。「時間がないのでさっさと本

だけ返したい」という方など、お気軽にご利用ください。 

 ＣＤやＤＶＤ・新潟市外の図書館からお取り寄せした資

料・ポストに入らない大型本は、以前と同じくブックポスト

でのご返却はできません。 

 また、ポストに入れていただいた本は返却までにお時間を

いただきますので、当日に本をお借りになりたい場合も窓口

でのご返却をお願いいたします。 

 4月から新津図書館に異動して参りました石田と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 新津図書館は新津町時代から地域の皆さんと共にあり、昨年度

創立90周年を迎えました。平成26年度に開館した三代目の新館は

開放的な空間となり、ゆったりとお過ごしいただけるのではない

でしょうか。 

 27年度からは毎週火曜日の10時30分～正午の時間を「赤ちゃん

タイム」としました。小さい方の「おはなしのじかん」に合わせ

てボランティアの協力を得ながら開催し、なかなかの盛況ぶりを

見せております。また少々賑やかになっても他の利用者の皆さん

が温かく見守ってくださり、感謝しております。 

各種テーマ展示も工夫し、より多くの皆さんのお役に立てるよう

努めて参ります。 

どうぞ新津図書館へお出かけください。  

 職員一同、お待ちしております。 

↑ブックポストは入口に向かって 

 左側にあります。 
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 ○開催日時 

 ①４月２８日（木）定員に達しました 

 ②５月２６日（木） 

 ③６月２３日（木） 

全日とも ア）午後２時～３時 

 イ）午後３時～４時 

○会場 

 新津図書館 2階 研修室 

○対象 

 新潟市に在住、もしくは在勤・在学している方 

○申込み 

 新津図書館（0250-22-0097）に電話 

 ４月17日（日）8時30分より受付します 

 日付②、③、時間ア)、イ)を選んで 

 お申し込みください 

相続や遺言・エンディングノートについて無料で相談に応じます。 

先着順で計６人までのご相談を受け付けます。 

秘密は固く守られますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

※利用には団体登録が必要になります。 

0797 新作能「国上」 0806 琉球のむかしばなし③ 

0798 「ただいま」～の声を聞くために 0807 琉球のむかしばなし④ 

0799 ケンタとマイコ 0808 もういちど 

0800 二度と通らない旅人 0809 横道世之介 

0801 いじめストップ！金太郎 0810 トロッコ 

0802 
もし、空を飛べないのなら海の中を飛

べばいい。 
0811 スープオペラ 

0803 ある森のおはなし 0812 信さん・炭鉱町のセレナーデ 

0804 琉球のむかしばなし① 0813 生きてるものはいないのか 

0805 琉球のむかしばなし② 0814 ポテチ 

貸出番号 タイトル 貸出番号 タイトル  

 

 

（アニメ） 

（アニメ） 

（アニメ） 

（アニメ） 

（アニメ） 

（アニメ） 

（アニメ） 

 

（アニメ） 

（アニメ） 

（邦画） 

（邦画） 

（邦画） 

（邦画） 

（邦画） 

（邦画） 

（邦画） 

○日時・内容 ６月２１日（火） … スープ・オペラ（2010年） 

       ７月１９日（火） … 横道世之介（2013年） 

両日とも午後２時より 

○会場 新津図書館 ２階 研修室 

○対象・定員 高校生から 先着５０名 

○申込み 不要です。当日会場にお越しください。 
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 私達には、体の外から入ってきた

異物に反応する力が備わっていま

す。風邪をひいた時に働くのも、花

粉症を引き起こしてしまうのもこの

免疫力によるものです。 

 実はこの免疫力、約70%が腸で残

りの30%は心が決めているというの

です。タイトルのように「笑う」こ

とで免疫力が高まるようですが、笑

いすぎだと逆に抑えてしまうのだと

か。免疫の仕組みや、アレルギー反

応が起こるメカニズムを詳しく知る

ことができる一冊です。（松本） 

★ティーンズ★ 
 

『笑う免疫学』 

 

藤田 紘一郎／著 

筑摩書房 

2016年  

★物語★ 
 

『ケイゾウさんは四月がき

らいです。』 

 

 市川 宣子／さく 

 さとう あや／え  

 福音館書店 

 2006年 

 犬として、新しい飼い主と楽しく

しあわせに暮らすにはどうしたらい

いのでしょう？ 

 まず、「このひとだ！」と思える人

に出会えること。次に、一番寝ごこ

ちのいいところを見つけること。飼

い主には「すき」という気持ちを思

いっきり伝えて、お客さんにもかん

げいのあいさつをすることなど、と

ある飼い犬が彼なりに考えてまとめ

てくれました。でも、くれぐれも人

間たちには「ないしょ」にしておい

てほしいようですよ。 （松本） 

★絵本★ 
 

『しあわせないぬ

になるには』 

 

ジョー・ウィリア

ムソン/作・絵 

木坂 涼/訳 

徳間書店 

2016年 

 幼稚園で飼われているニワトリのケ

イゾウさん。四月のある日、ウサギの

「みみこ」が同じ小屋に住むことにな

りました。かわいい、とみみこばかり

かわいがる園児たち。みみこも「わた

しのほうが人気者よ。」と生意気なこ

とばかりいいます。幼い園児たちは、

鳥小屋掃除もままならず、余計に散ら

かるばかり。みみこや園児たち、とき

にはももこ先生にも振り回されて、ケ

イゾウさんは踏んだり蹴ったりな一年

を過ごすことになります。「ああ、今

年の四月はサイテーだあ。」（小越） 

●日時 平成２８年５月１５日（日） 午後１時３０分～午後３時３０分 

●会場 新津図書館２階 研修室 

 

○講師 童話作家 正道 かほる さん 
 

●対象 乳幼児の親御さん・読み聞かせボランティア 

    子どもの読書に関心のある市民      ４０人 

●申込み締切り ５月１２日（木） 

●お問い合わせ・申込み 

 新津図書館 ℡：０２５０-２２-００９７ Fax：０２５０-２１-１０４６ 

 〒９５６-０８６３ 新潟市秋葉区日宝町６-２ ５月１日午前１０時より 

申込み受付を開始します 
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 日本中を騒動に巻き込んだ「ＳＴＡＰ細胞」

の発見者の手記である。科学という真理を探究

する現場で起きた驚きの不祥事。研究熱心な若

き科学者は世紀の新発見により一躍時の人とな

る。その後不適切なデータ処理が発覚。やがて

改竄とされ新発見はついに捏造と断定、論文は撤回となる。理研や共同研究者との軋轢、マスコミへ

の不信感、著者へのバッシングが綴られる。こんなはずではない。どこで道を間違えたのか。本人の

悲痛な叫びが聞こえる。 （松原） 

 本書は、著者が阪南大学図書館長当時か

ら続いている大学のホームページ内「おす

すめの１冊」コーナーで紹介した文章を再

編集したものです。学生時代に直面するで

あろうアイデンティティーや愛、また宗教・文学・歴史など様々な分野の本を紹介しています。著

者は学生たちに、スマホをいじるだけでなく、心の成長につながる読書というものを考えてほし

い、読書は生きる糧、人が生きる指針となるのだと書いていて、その気持ちが文章から伝わってき

ます。新生活を始めている若者だけでなく、いろんな年代の人にも読んでほしい１冊です。 (高橋) 

 東日本大震災から３年を経て復活した三陸鉄道、

通称さんてつ。北リアス線の始発久慈駅から南リア

ス線の終点盛駅まで各駅めぐりの旅。駅や車窓から

撮った景色などの写真がたくさん収められていて、

各駅での見どころや食べどころなども紹介されていま

す。ユニークなイベント企画列車もあり、乗って、撮って、観て、食べて、そして三陸の人たちと

の出会いを楽しめるさんてつの魅力がいっぱいに詰まっている一冊です。（金塚） 

 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） 

『あの日』 

 小保方 晴子／著  講談社  2016年 

『新・18歳の読書論 ―図書館長からのメッセージ

―』 

 和田 渡／著  晃洋書房  2016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 

5月……3日、1０日、17日、24日、31日 

6月……7日、14日、21日、28日 

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 

5月……10日、17日、24日、31日 

6月……７日、14日、21日、28日 

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） 

5月……7日、14日、21日、28日 

6月……４日、11日、18日、25日 

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 

5月……7日、14日、21日、28日 

6月……4日、11日、18日、25日 

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 

5月……7日 

6月……4日 

おはなしのせかいへ 幼児以上 
毎月第３土曜日 

１０：３０ 

5月……21日 

6月……18日 
小須戸地区図書室 

   次号は6月発行です 

『さんてつに乗ろう！』 

 源明 輝／著  オークラ出版 2014年 


