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こどもとしょかん内にあった「子育て支援コーナー」
を「くらしコーナー」の隣に移動しました。
「育児」についての本だけではなく、
「名付け」
「幼小
中学教育」
「家庭や地域での教育」
「家庭の医学」につい
ての本もコーナーに加えました。
秋葉区の子育て関連施設からのパンフレットや保育園
情報などもそろえ、子育てに関する資料を探しやすくし
ました。どうぞご利用ください。

子育て支援コーナー新着図書

『女の子の学力を大きく伸ば

『東大理Ⅲ

合格の秘訣31』

す育て方』

「東大理Ⅲ」編集委員会／編

江藤 真規／著（すばる舎）

（データハウス）

『本物の学力は12歳までの
「作文量」で決まる!』
樋口 裕一／著（すばる舎）

朝と夕方の１時間づつ、開室時間が延長しました。小須戸地区図書室には約１万冊の
蔵書があり、市内の図書館で所蔵する資料の予約・取り寄せもご利用できます。
お仕事帰りなどにもご利用下さい。
◇

開室時間 平日

9：00～18：00 日・祝日

9：00～17：00

◇

休 室 日 毎週金曜日、第２ ・ ４木曜日

◇

住

◇

問 合 せ 新津図書館まで（☏：0250-22-0097）

所 新潟市秋葉区小須戸120番地1 （小須戸まちづくりセンター１階）
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中学生のおすすめ本
『現代語で読む舞姫』
森 鷗外／作 高木 敏光／現代語訳
理論社

７月、新津第一中学校の２年生２名が新津図書館
で職場体験をしました。
図書館職員から図書館の仕事についての説明を聞

ベルリン留学中の青年は、貧しい踊
り子のエリスに恋をする。社会的地位
を失ってでもこの愛に生きるべきか？
青年の苦悩するラブストーリーです。
ぜひ読んで下さい。

き、実際の仕事に挑戦しました。

他館から届
いた予約本
を取り出し
て、ブック
トラックに
並べます。

『心霊探偵八雲
神永 学／著

SECRET FILES
文芸社

絆』

この物語の主人公、斉藤八雲は死者
の魂を見ることのできる赤い瞳をもっ
ている。この本は、八雲の中学生時代
をえがいている。彼は、その瞳のせい
で周囲から疎まれ、気味悪がられ、自
らの母親にまで殺されかけたりするも、
一人の人物のおかげで前を向いている。
怖い話で、絵もない文字だけの本ですが、面白くて読み
ごたえがあります。ぜひ読んでみてください。

できた！
６月、新津第三小学校３年生の皆さんが授業の
一環として職場見学に来てくれました。

７月、毎年恒例のオリジナル・カード
作りを行いました。「手作り本サークル」
の皆さんの指導のもと、子ども１３名・
保護者８名がカード作りを楽しみました。

司書の説明を聞く皆さん

本を保護するフィルム貼りに挑戦！

８月、区内に住む４〜６年生４人が一日図書館員となって図書館
の仕事を体験しました。
当日は利用者の皆さんにもご協力いただきありがとうございました！
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新津図書館では、子どもと本をつなぐ「読み聞かせ」の講座を開催いたします。
これから読み聞かせに携わってみたい初心者の方へ向けた基礎的な連続講座です。
第一回公開講座のみの参加も可能です。
講

師：野上

千恵子さん（新潟子どもの本を読む会

会

場：新津図書館

対

象：第1回講座 … 読み聞かせに関心のある方

2階

代表）

研修室1・2

全5回連続講座 … 読み聞かせボランティア活動を希望し、全5回参加できる方
申込方法：９月４日（日）から受付開始。電話・FAX・メールで新津図書館へお申込み下さい
日程・定員・内容は以下の通り
第1回

10月 1日（土） 10:00～12:00

「子どもたちと楽しむ絵本の世界」 40名(先着順)公開講座

第2回

10月22日（土）

9:30～12:00

「絵本を選ぶ」

第3回

10月29日（土）

9:30～12:00

「プログラムを組む」

第4回

11月 5日（土）

9:30～12:00

「やってみよう！おはなし会」

第5回

11月12日（土） 10:00～11:30

15名(先着順)

「ボランティア活動案内」

★物語★

★絵本★

『レッド・フォックス カナダの森
のキツネ物語』
チャールズ・G.D.ロバーツ／作
桂 宥子／訳
チャールズ・
リビングストン・ブル／画
福音館書店 2015年

『はちうえはぼくにまかせて』
ジーン・ジオン／さく
マーガレット・ブロイ・
グレアム／え
もり ひさし／やく
ペンギン社 1981年

カナダの大自然に生きるキツネの家族。天敵のク
マやオオタカ、そして人間に命を狙われながらも、
レッド・フォックスと名付けられた子ギツネは、敵
や危険に立ち向かい、知恵深くたくましい大人に成
長していきます。
物語には動物同士の話し言葉もなく、唯一名前の
付けられた動物「レッド・フォックス」の視点から
描かれています。読者自身がレッド・フォックスに
なったかのように大自然の世界に引き込まれて、動
物たちの息遣いが聞こえてくる物語です。（金塚）

夏休み、トミーは旅行する人の鉢植えを世話する
ことにしました。トミーの家族はどこへも出かけな
いからです。でも彼は寂しがることもなく、嬉々と
して世話をします。とても上手に世話をするので、
鉢植えはどんどん大きくなって、家中植物でいっぱ
いになります。まるでジャングルの中にいるようで
す。迷惑顔のお父さんをしり目に、トミーは大喜
び。しかしからまりあった植物を眺めながら、つい
湯船でウトウトしていると・・・。（石田）
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【ティーンズ】
『ニッポンの刑事たち』 小川 泰平／著 講談社

2016年

鋭い推理やアクションで犯人を追いつめる刑事ドラマですが、実はフィクションの
部分が多くあります。この本では、詐欺や泥棒など様々な犯罪の手口と共に、実際に
刑事がどのように捜査を行い、犯人を追いつめていくのかが紹介されています。ま
た、どうすれば警察官になってから刑事になれるのかも紹介されていますので、刑事
ドラマが好きな人も刑事になりたい人も、もっと刑事について知ることのできる一冊
になっています。（松本)
【一般書】
『ぼくは君たちを憎まないことにした』
アントワーヌ・レリス／著 土居 佳代子／訳

ポプラ社

2016年

2015年11月13日，同時多発テロ事件がパリで発生しました。著者の妻エレーヌさん
はその時，襲撃されたバタクラン劇場にいたのです。著者と幼い息子は一夜にして最愛
の人を失いました。本書は事件の日から２週間の日常を綴っていますが，冷静で客観的
な文章には悲しみが満ち溢れています。犯人たちに向けたメッセージ「ぼくは君たちに
憎しみを贈らない」という言葉は，これからも息子と共に，変わらない幸福な日常を歩
んで行くことで，憎悪や怒りの連鎖を断ち切る強い決意が表れています。（高橋）

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

９月……６日、13日、20日、27日
10月……４日、11日、18日、25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

９月……６日、13日、20日、27日
10月……４日、11日、18日、25日

ボランティアによる
よみきかせ

新津図書館

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

９月……3日、10日、17日、24日
10月……1日、 8日、15日、22日、29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

9月……3日
10月……1日

小須戸地区図書室 幼児以上

毎月第３土曜日
１０：３０

9月……17日
10月……15日

おはなしのせかいへ

毎週土曜日
幼児以上 １４：００
（第5土曜はナシ）

９月……3日、10日、17日、24日
10月……1日、 8日、15日、22日

荻川地区図書室‥‥火～木、土、日、祝日 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）

次号は10月発行です
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