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『読書週間』は、終戦まもない１９４７
（昭和２２）年に開始されました。「読書
の力によって、平和な文化国家を作ろう」
という決意のもとに、全国に広まったこの
運動は今年で７１回目になります。
なお、読書週間に合わせて

11月3日（金・祝）は
開館します。

みなさんがおすすめする一冊を、用紙に
書いて紹介してください。新津図書館で
所蔵している本は、カウンター前の
「テーマ展示」の書架に展示します。
貸出もできます。
期間：10月21日（土）～12月5日（火）

新津図書館では、大人向けの「読書ノート」を作成
しました。100部を無料配布いたしますので、ご利用
ください。※無くなり次第終了になります。
場所：レファレンスカウンター前 記載台

日時：平成29年11月3日（金・祝）
午前10時00分～12時
会場：新津図書館 2階 研修室

日時：平成29年11月11日（土）
午後1時30分～3時30分
会場：新津図書館 2階 研修室
対象：中学生以上
定員：先着60名（要申し込み）
参加費：無料
講師：伊藤 充 氏
（新潟大学教育・学生支援機構特任教授）

図書館での保存年限が過ぎた古い雑誌
（主に2014年発行）をお譲りします。
※欲しい雑誌の予約はお受けできませ
ん。

窓口または電話・FAX・メールで受付します。
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タ —
○日

○会
○対
○定

時：平成29年11月19日（日）
午後1時30分から
（午後1時に開場します。）
場：新津図書館 ２階 研修室
象：高校生 ～ 一般
員：先着50名（申込不要）

○日

○会
○対
○定

時：平成29年1２月26日（火）
午前10時30分～
11時30分
（午前10時に開場します。
）
場：新津図書館 ２階 研修室
象：幼児 ～ 小学生
員：先着60名（申込不要）

「マダム・イン・ニューヨーク」
（日本語字幕

アニメ「からすのパンやさん」他2本

上映時間：134分）

好きな飾りで素敵なカードをつくってみませんか？

日時：平成29年12月2日（土）
午前9時30分～11時30分
会場：新津図書館 2階 研修室
対象：幼児（3歳～、保護者同伴）・小学生・中学生
定員：１５名（先着）
申込期間：11月22日（水）～11月30日（木）
新津図書館の窓口・電話で受付します。
（定員になり次第締め切ります。）

↑作ったクリスマスカードは置いて
飾ることができます（写真は昨年
のものです）。

日時：平成29年12月16日（土）
午前10時30分～11時30分
会場：荻川地区コミュニティセンター
1階 和室
対象：幼児（3歳～）

日時：平成29年12月16日（土）
午前10時30分～11時
会場：小須戸まちづくりセンター
1階 保育室
対象：幼児（3歳～）

申し込みは不要です。直接会場においでください。

申し込みは不要です。直接会場においでください。
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司 書 お す す め の
★児童書★

★絵本★

『お皿のボタン』
たかどの ほうこ／作・絵
偕成社 2007年

『かき』
矢間 芳子／さく
福音館書店 2004年

高橋さんのお宅にはすてきなかざりだなが
あって、その上に白い皿があります。この中に
は、お し ゃ べ り 好 き な ホ ワ イ ト 夫 人 を は じ め
に、船長、豆姉妹など、ユニークな名前のボタ
ンたちがくらしています。特にホワイト夫人は
大女優のドレスからやって来たものですから、
えらぶっていて、おすまし顔で、好奇心旺盛で
す。船長はかっこいい船乗りの服からとれてし
まった金ボタンです。さあ、ボタンたちの冒険
に耳をかたむけてみましょう。（森）

実りの秋ですね。柿には甘い柿と渋い柿があり
ます。渋柿も工夫すると甘くおいしく食べられる
ようになります。凍らせたりエチレンや炭酸ガス
を利用したり、なんとお風呂の残り湯につけても
渋を抜くことができるそうです。この絵本では柿
の実の渋の抜き方や食べ方、花や実のつき方、
葉っぱの使い道などが紹介されています。身近な
植物が丁寧で美しい絵で描かれていて、楽しい科
学絵本です。裏表紙に描かれた柿の葉っぱの人形
も素朴で愛らしいです。 （中川）

★ティーンズ★

★一般書★

『犬が来る病院』
大塚 敦子／著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『ぐるぐる♡博物館』
三浦 しをん／著
実業之日本社 2017年

2016年

「ワンちゃんにあいたい」。余命わずかな女の
子がつぶやいた言葉を受けとめて、日本で初めて
小児病練にセラピー犬の訪問を受け入れたのが聖
路加国際病院でした。
著者は3年半にわたって難病と闘う4人の子ども
たちとその家族を取材。生と死に向き合う子ども
と家族、そして子どもにとって入院が良い経験と
なるよう取り組む医療スタッフのあたたかい姿が
描かれています。同著者の写真絵本『わたしの病
院、犬がくるの』もあわせてどうぞ。 (金塚)

日本各地の博物館を、三浦しをんさんが真面目に
妄想も織り交ぜながら紹介しています。作者の素朴
で且つ鋭い質問に対して、学芸員達が熱意と愛情
（オタク心）に溢れた回答をしていて、思わず笑い
がこみあげてきます。国立科学博物館、奇石博物
館、めがねミュージアム、ボタンの博物館…と、有
名な所もあれば、「え、そんな博物館もあるのか」
と思うような所もあり、行ってみたくなることまち
がいなしです。 （小越）
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2校の中学生が、
図書館の仕事を
体験しました。
みなさんカウン
ター業務や新聞
整理など、真剣
に取り組んでくれ
ました。
また、体験活動
の中で紹介してく
れた本は、新刊
コーナーの棚に
展示しています。

イベント

場

所

対

象

10月1日から、新潟市立図書館では団体向けの貸し
出しサービスを拡充しました。学校・幼稚園などに加
えて、店舗や集会所などの団体も利用・登録ができ
るようになりました。ご要望に応じて、司書が本を用
意する「図書館セレクト」もご活用ください。
また、窓口や電話、ＦＡＸでも申し込みができるように
なりました。ご希望により、着払いで配達することもで
きます。
詳しくは図書館の窓口にお問い合わせください。
PTA ・ 自治会 ・ 町内会 ・ 地域の茶の間 ・
NPO法人 ・ ボランティアグループ ・ 会社 ・
商店 ・ サークル など

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

１１月……７日、14日、21日、28日
１２月……5日、12日、19日、26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

１１月……7日、14日、21日、28日
１２月……5日、12日、19日、26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

ボランティアによる
よみきかせ

おはなしのせかいへ

毎週土曜日
幼児以上 １４：００
（第5土曜はなし）

幼児以上

毎週土曜日
１０：３０

幼児以上

毎月第１土曜日
１３：３０

小須戸地区図書室 幼児以上

毎月第３土曜日
１０：３０

金津地区図書室

１１月……4日、11日、18日、25日
１２月……2日、9日、16日、23日
１１月……4日、11日、18日、25日
１２月……2日、9日、16日、23日
（12月16日はクリスマス会です）

１１月……4日
１２月……2日
１１月……18日
１２月……16日
（12月16日はクリスマス会です）

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12月発行です
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