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 ＦＡＸ 0250-21-1046 

レファレンスサービスをご存じですか 
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 書名や著者の覚え違いで、読みたい本が見つけられないことは

ありませんか？  

 そんな時は、司書におまかせください。 

 昨年、出版された『100万回死んだねこ』 （正しいタイトルは、

『100万回生きたねこ』です）は、福井県立図書館が利用者さんの

覚え違いタイトルをまとめた本で、読み物としても楽しめます。 

  

Q  以前、新津図書館にあった 『日本のミイラ』 という本をもう一度読みたい。 

 

A  “日本のミイラ” で検索すると 『日本のミイラ仏をたずねて』 という本がヒットしますが、 

    この本ではありませんでした。 

    そこでキーワードを “ミイラ” から “即身仏” に変えて検索したところ、 

    『日本の即身仏』 という本が見つかり、お探しの本を提供することができました。 

 

Q  新津に「結」という集落があるが、その地名の由来を知りたい。 

 

A  『新津市誌』 『郷土史話 おらが里』 『角川日本地名大辞典 新潟県』  

   に、「結」に関する記載がありました。 

   屋敷の境界のしるしに葦を結んだためとか、鎮守の道祖神社が縁結び 

   の神であったため、 という言い伝えがあります。 

 

 

『100万回死んだねこ 

 覚え違いタイトル集』  

福井県立図書館／編著 

講談社 2021年 

 新津図書館によせられた質問はコチラ！

ご相談はこちら 

 図書館では、司書が図書館の資料を用いて皆さんの調べ物や本

を探すお手伝いをするレファレンスサービスを行っています。 

レファレンスカウンター 
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 小泉蒼軒文庫の曝書を行いました 

蔵書点検期間中、新津図書館に寄託されている新潟市指定文化財「小泉蒼軒文庫」 

の曝書（※）を行いました。 

 

    ※ 曝書とは、書物の虫干しのこと。 

 

 

        

 「小泉蒼軒文庫」は、郷土ゆかりの優れた地理家「小泉蒼軒」（1797～1873年）の遺著で

す。この「蒼軒文庫」と名付けられた編述資料は、蒼軒が終生の事業として心血を注いだ越佐

誌編さんの記述が中心となっています。 

 同文庫には、蒼軒の父其明のものも含まれていますが、蒼軒が編述・記録したものは、単に

越佐の地理にとどまらず、歴史や国学、民政、測量学、治水、民俗など多岐にわたっています。

これらの事柄が彼の恵まれた文才によって、随筆にまとめられています。 

 また、蒼軒の38才から没年までのおよそ40年間が継続して記されている「小泉蒼軒日録」

は、幕末から明治へと移り変わる郷土を映し出す貴重な記録として、研究者からも注目を集め

ています。 

◎ 小泉蒼軒文庫の複写本は、新津図書館郷土室で閲覧できます。 

 蔵書点検が終わりました 

非核コーナーを鉄道コーナー

のとなりに移動しました。 
書庫の図書も１冊ずつ機械で

読み込みます。 

蔵書点検中に返却された本は、

シートに仮置きし、点検中の図

書と混じらないようにします。 

 

２月１６日から２３日まで蔵書点検を行いました。 

約１４万冊の図書や、雑誌、視聴覚資料を一点一点資料コードをよみこみ、スキャナーで 

スキャンし、行方不明の資料がないか、正しい棚に配架されているかなどを確認しました。 

また、非核コーナーを鉄道コーナーのとなりに移動し、手狭になった文庫コーナーの棚を増や

しました。  ご協力ありがとうございました。 

◎ 現在、小泉蒼軒文庫目録をホームページに公開する準備をすすめています。 
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 「春になったら」 何とときめく言葉でしょう。

ある日、懸賞好きのお母さんに当選品の箱が届

きます。箱の中には、缶が一つと「春になったら

あけてください」の謎めいた言葉。家族のみん

なが、缶の中身に思いを巡らせます。やがて春

が来て、缶をあけてみると、とてもかわいい訪

問者。その正体は？それは読んでのお楽しみ。

雪深い新潟にも、もうすぐ春がやってきます。

春になったら… やりたいことは山ほどです。

厳しい冬を超えてこその春の喜びです。いろい

ろな絵本と一緒に春を待つのも楽しいですよ。  

                       （橋谷田） 

★絵本★ 
 

『春になったらあけて 

          ください』 

 増井 邦恵／作 

 あべ まれこ／絵 

     

 BL出版 ２００８年 

 「だれが集金箱をぬすんだの？」 先生のこ

のひとことから物語が始まります。サッカーと

テレビゲームが好きなごくふつうの少年ラミッ

ツは、クラスメイトたちから犯人と名指しされ

ます。ラミッツの両親がロマ人で、コソボから

ドイツへ亡命した難民という理由だけで。 

 ロマ人はかつてジプシーと呼ばれ、長い間差

別されてきました。人種差別をあつかった重

いテーマの本ですが、前向きに生きるラミッツ

の姿に気持ちが救われます。ラミッツは実在の

人で、今は学校で支援員としてロマの生徒を

支えているそうです。  （吉原） 

★ティーンズ★ 

 

『お探し物は図書室まで』 

青山 美智子／著  

 

ポプラ社 20２０年  

ヨーロッパウナギをご存じでしょうか。ニホン

ウナギと同じように古くから食料とされ、今で

は絶滅の可能性がより高いと言われています。

身近な存在であり、アリストテレスの時代（紀元

前4世紀）から多くの人を魅了しながら、長い間

謎と共に生きていました。例えば、卵生なのか

胎生なのかさえ判明したのは18世紀であり、詳

しい生態に関しては、今なお謎が残っているの

です。 

著者と父親とのウナギ釣りの思い出を一つの

軸に、ウナギの謎と魅力を小説を読むように楽

しめます。 （木下） 

★一般書★ 

 

『ウナギが故郷に帰るとき』 
パトリック・スヴェンソン／著 

大沢 章子／訳 

 

新潮社 20２１年 

 小さな図書室で、人生の大きな「探し物」を見つ

けた人々の物語です。 

 ふとしたきっかけで立ち寄った図書室。本を探

してもらいにカウンターに近づくと、一見、不愛想

な司書から「何をお探し？」と言われ、思わず心に

しまいこんでいた悩みを打ち明けることに。する

と司書は、一風変わった本を紹介してくれます。  

最初はとまどいながらも、紹介された本のページ

をめくっていくと、次第に心の迷いが解けてい

き・・・。 

 人生に迷った時、そっと寄り添い、背中を押して

くれる、そんな本に出会えたらすてきですね。  

                           （吉原） 

★児童書★ 
 

『ラミッツの旅 ロマの難民 

     少年のものがたり』 
グニッラ・ルンドグレーン／著 

きただい えりこ／訳  

 

 さ・え・ら書房 20１６年 

司 書 お す す め の 
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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） 

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 

毎週火曜日 

１５：１５ 
 ３月……８日、１５日、２２日、２９日 

幼児以上 
毎週火曜日 

１５：３０ 
 ４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 

 ３月……８日、１５日、２２日、２９日 

 ４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 幼児以上 

毎週土曜日 

１４：００ 

 ３月……１２日、１９日、２６日 

 ４月…… ２日、   ９日、１６日、 

        ２３日、３０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 

 ３月……１２日、１９日、２６日 

 ４月…… ２日、   ９日、１６日、 

               ２３日、３０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３土曜日 

１４：００ 

 ３月……１９日 

 ４月……１６日 

おはなしのせかいへ 小須戸地区図書室 幼児以上 
毎月第３土曜日 

１０：３０ 

 ３月……１９日  

 ４月……１６日 

次号は4月発行です 

 

新型コロナウィルス蔓延防止等重点措置の期間中（3/6まで）、 

よみきかせを中止します。 

感染状況等により、スケジュールを変更する場合があります。 

新しい CD・DVD が入りました 

新津図書館で新たに購入したCD・DVDです。ぜひご利用ください。 

<CD> 

 

『オルゴール・セレクション』 

『やすらぎの讃美歌』 

『祝賀吟詠集』 

『こころのうた ベスト・アルバム』 

『NHKみんなのうた60 アニバーサリーベスト』 

『小んなうた 亞んなうた 小林亜星楽曲全集』 

『リングリング クリスマス』 

『落語入門 三代目三遊亭金馬・五代目古今亭 

 志ん生・五代目柳家小さん』 

『自作朗読の世界 北原白秋・与謝野晶子・ 

 室生犀星 ほか』     他 

<DVD> 

 

『鬼平犯科帳 第5シリーズ第3巻』 

『グリーンブック』 

『マイビューティフルガーデン』 

『白鳥物語』 

『恐竜超伝説／劇場版ダーウィンが来た』 

『国難TSUNAMI／3.11東日本大震災』 

 

 


