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第71号 令和４年（20２２年）1１月号（隔月発行） 

発 行 日  令和４年（20２２年）1０月2５日 

〒956-0863 

新潟市秋葉区日宝町6-2 

新潟市立新津図書館 

 電 話 0250-22-0097 

 ＦＡＸ 0250-21-1046 

 
 みなさんのおすすめの一冊をリンゴのふせん
に書いて紹介してください。 
 あなたの一冊が、誰かのあたらしい出会いに
つながります。 
 紹介された本のうち、当館所蔵の本は、 
テーマ展示コーナーに並べます。 
 
 ふるってご参加ください。 
 
 
 
 

10月22日（土） ～ 11月30日（水） 

「秋の読書週間」 がはじまりました！ 

わたしの一冊 大人向け読書ノート 

うちどく読書ノート 秋葉区の魅力展示 

   
  10月22日（土）から配布 
            
     ※なくなり次第終了 
 
 大人向け読書ノート100部を配布します。 
 読書の記録にご活用ください。 
 
  
 設置場所 
   新津図書館カウンター前 
 

  
 こども向けうちどく読書ノート・ぬりえを 
配布します。 
 秋のぬりえは「どんぐり・ふうせん」です。 
 いっぱいになったら、としょかんの人から 
記念のシールをうけとってくださいね。 
 
※ノートは、期間以外でもお渡ししています。 
 ほしい方は、いつでもカウンターへどうぞ。 
 

 
 
 
 

 
  期間：10月6日（木）～ 11月1日（火） 
 
 秋葉区の6つの魅力（里山・川・食・歴史・ 
 鉄道・花）にまつわる本を展示しています。 
 
●展示の本を借りた人は、「文化のあきは 
   スタンプラリー」のスタンプがもらえます。 
 
●小学生以下のお子様は、秋葉区の魅力本を 
 探して、借りるとシールがもらえます。 
 シール3枚で「季節のしおり」プレゼント。 
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図書館シアター 

 日 時：11月16日（水） 午後1時30分～（1時開場） 

 会 場：新津図書館2階 研修室 

 定 員：40名（先着） 

 対 象：高校生以上 一般 

 申込み：11月9日（水）午前10時より受付開始 

     新津図書館窓口または電話 ☎ 0250-22-0097 

     ※定員に達し次第、受付を終了します。 

 

    
                 
 

 

  

     

 

 
   

  

クリスマスツリーづくり 

 日 時 ：12月 3日（土）  午前10時～11時30分 

 会 場 ：新津図書館2階 研修室 

 定 員 ：12名（抽選） 

 対 象 ：幼児（3歳以上、保護者同伴）・小学生・中学生 

 申込み ：11月20日（日）午前10時より受付開始 

      新津図書館窓口または電話 ☎ 0250-22-0097 

 申込締切：11月26日（土）午後5時 

 

 

認知症の父親と、家庭を顧みず仕事に没頭する息子とその家族の再生

を描いた作品です。（上映時間：107分） 

新津図書館で『サクラサク』を上映します 

11・12月のイベント 新津図書館 

 

    
                 
 

 

  

ぬいぐるみおとまり会 

 日 時 ：①12月10日（土）  ②12月24日（土） 午後2時～ 

 会 場 ：新津図書館 おはなしのへや 

       ※絵本のよみきかせの会に参加後、受付を行います。 

 定 員 ：各日 5名（抽選） 

 対 象 ：幼児（3歳くらい）～ 小学生 

 申込み ：11月20日（日）午前10時より受付開始 

      新津図書館窓口または電話 ☎ 0250-22-0097 

 申込締切：11月30日（水）午後7時 

大好きなぬいぐるみが図書館におとまりします！ 

クリスマスツリーをつくろう！ 

ポップアップカードで 
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★児童書★ 

 

『エルトゥールル号の遭難 

   トルコと日本を結ぶ心の物語』 
 

   寮 美千子/文, 磯 良一/絵 

 小学館クリエイティブ  

 2013年刊 

★絵本★ 

 

『野ねずみきょうだいの草花 

   あそび 秋から春まで』 
 

相澤 悦子/さく, 長谷川 直子/ え 

福音館書店 2020年刊 

司 書 お す す め の 

★ティーンズ★ 
 

『嫌いな教科を好きになる 

 方法、教えてください』 

  

   河出書房新社／編  

   新井 リオ/[ほか]著 

 河出書房新社 2022年刊 

普段使われていることば
  

に着目した本です。著者

は、別著で「頭の良くなる本を買ったんだ」「早く

読めよ」の漫才ネタがなぜ面白いかを真剣に考えて

いる方で、興味を惹かれます。ただ理論言語学の立

場から書かれた本なので、なるほどと思う方、逆に

面倒くさいと感じる方と感想は分かれそうです。そ

れでもこの本は、近年、自分事として気をつけたい

「誤解」や「炎上」を避けるヒントを与えてくれま

すし、「少しの違いが大きな差」に気づく感性を鍛

えてもくれます。 

さて、「恋人は

サンタクロース」、「恋人が


サン

タクロース」あなたはこの差をどう思いますか？ 

                 （橋谷田） 

★一般書★ 
 

『ふだん使いの言語学 「ことば 

 の基礎力」を鍛えるヒント』 

 川添 愛/著 

 新潮社 2021年刊 

主要５教科と実技教科。これらを学ぶ意味と、受

験やテストと関係のない教科そのものの魅力を、そ

の分野の専門家など多方面で活躍中の方々が熱く語

ります。 

給食のマズさが原因で不登校になり、そこから

「自己責任」にまで話が及ぶ『公民』。『美術』で

は絵を描く技術ではなく、自分らしく世界を「み

る」ことこそが大切な学びだ、と説きます。そうと

知っていたら苦手だった美術にも違う可能性が開け

ていたかも！？ 

 大嫌いな科目こそ、そのページを開いてみてくだ

さい。少しだけ変われるキッカケがあるかもしれな

いですよ。（大野）  

野ねずみたちが拾ってきた葉っぱや木の実で草花

遊びをする絵本です。葉っぱを折ったりちぎったり

すると、イチョウは、ちょうちょう、もみじは赤と

んぼに変身。クリスマスには赤く色づいたさくらの

葉で、ろうそくやサンタさんがあっという間にでき

あがり！春にはたんぽぽの妖精や草花織りもすてき

です。 

新津図書館裏の公園には、色づき始めたさくらの

葉がたくさん落ちています。お気に入りの葉っぱを

拾って、ぜひ遊んでみてくださいね。（森） 

 1890（明治23）年、オスマン帝国の軍艦エル

トゥールル号は、和歌山県沖で猛烈な台風に遭い、

沈没しました。海に投げ出された乗組員を灯台守と

村人たちが救助し、犠牲者を手厚く葬りました。 

 1985年、イラン・イラク戦争が起こると、現地

に住む215名の日本人が、国外脱出の手段を断たれ

空港に取り残されました。そのとき窮地を救ったの

が2機のトルコ航空の救援機だったのです。 

 2004年に長い眠りから目覚めたエルトゥールル

号の魂が、静かに語りはじめる物語です。（村山）                                  



 

－4－ 

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 幼児以上 
毎週火曜日 

15：30 

11月……1日、  8日、15日、22日、29日 

12月……6日、13日、20日、27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……1日、  8日、15日、22日、29日 

12月……6日、13日、20日、27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 

11月……5日、12日、19日、26日 

12月……3日、10日、17日、24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 

11月……5日、12日、19日、26日 

12月……3日、10日、17日、24日 
       （12月24日はクリスマス会です） 

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３土曜日 

14：00 

11月……19日 

12月……17日 

おはなしのせかいへ 幼児以上 
毎月第３土曜日 

10：30 

11月……19日 

12月……17日 
       （12月17日はクリスマス会です） 

小須戸地区図書室 

次号は12月発行です 

 ９月２１日（水）に、新津第一小学校２年生６７名が、新津図書館へ見学にきて 

くれました。 

 ふだん見ることができない電動式自動書庫を見学したり、クラスごとに分かれて、 

『かぜのひ』、『ゴリラのくつや』などの絵本の読み聞かせを体験したりしました。 

 最後に全員の図書カードをつくってお渡ししました。 

 これからも図書館でたくさんの本を借りてくださいね。 

小学生の図書館見学報告 


