
 

白根学習館は令和 2 年 6 月で開館 20周年を迎えました。  

白根地域の図書館の歴史は約 100年前、大正時代に遡ります。 

                                    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ブックスタート対象者へお知らせ  

1 歳誕生歯科健診の延期により、健診

再開前に絵本の受け取りを希望される

人は、中央・豊栄・亀田・新津・白根・

坂井輪・西川図書館にお越しください。  

その際、健診案内に同封の「絵本引き

換え券」を持参してください。  

〇白根地域の図書館の沿革〇  

大正  8年 2月  「簡易図書館修養文庫」（臼井村）設立 

大正 9年    「庄瀬村立図書館」設立 

大正 12年     白根尋常高等小学校内に町立白根図書館を設立 

昭和 8年        加藤清二郎氏により校地内に二階建ての図書館を寄贈 

昭和 34年 4月   旧白根小学校（白根中学校併設）西校舎に白根町立白根図書館設置 

 昭和 34年 6月  白根市制施行に伴い白根市立白根図書館と改称 

 昭和 37年     旧白根郵便局跡の教育委員会事務局に移転 

 昭和 39年     白根市産業厚生会館の 3階に移転 

昭和 50年     旧白根中学校技術教育センター跡に移転 

平成 12年 6月  白根学習館内に移転（白根地区公民館と併設） 

 平成 17年 3月  合併により新潟市立白根図書館と改称 

 

・利用累計（平成 12年～平成 30年度） 

貸出（図書・雑誌・AV） 3,180,027冊 

入館者数 人 

レファレンス件数 29,830件 

20 周年記念イベントの予定 

◆12 月 23 日～27 日 

長井亮之・千野茂二人展 

◆12 月 27 日 

小杉真二ピアノリサイタル 

◆12 月下旬 

20 周年記念誌発行 
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№２３２ 

※No.は「しろね図書館だより」の続きです 

2020年 6月発行 

 白根学習館  開館 20 周年 
             

白根図書館の入館者数 

令和 2 年  2 月 11,511 人 / 3 月 8,022 人 / 4 月 5,628 人 / 5 月 2,457 人 

4/23～5/10は臨時休館 
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レファレンスのすすめ 

レファレンスとは、図書館司書が皆さんの調べ物のお手伝いをする

サービスです。 
〇〇について知りたいけど、どうしたらいいかな？ 

△△のことが出ている本はないかな？ 

そんな時は、ぜひ図書館へご相談ください！ 
 

・干し柿の作り方が出ている本はないか。 

・蜷川幸雄の「蜷」の字はどう書くのか。 

・エントリーシートの書き方が知りたい。 

・ライチョウの絵が描きたいが、写真や参考になるものはないか。 

ほかにもこんな相談が！ 

こんな調べものをお手伝いしました。 

Q．昭和６年の白根大火と、その時行われた白根子行進曲について知りたい。 

A．こちらの資料に載っていました。 

『白根市史 巻７』（白根市教育委員会 1988） 

『写真集 ふるさとの百年 新津・白根』（新潟日報事業社出版部／編 新潟日報事業社 1981） 

『目で見る新津・蒲原の 100年』（郷土出版社 1993）ほか 

 

新潟 新潟日報事業社 1981  

南区の一大行事、白根大凧合戦！ 

白根図書館には、新潟市の図書館で唯一「凧の本コー

ナー」があります。 

このコーナーには、白根大凧合戦の歴史や様子がわか

る本、子ども大凧合戦の本、いろいろな和凧の本など

様々な凧の本があります。「白根凧音頭」の CD もあ

ります。 

今年は白根大凧合戦も中止となってしまいましたが、

こちらのコーナーで凧に親しんでください。 



  

   

 

                

  

 

  

                                                
   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

大片 忠明／さく  

福音館書店 

 

清水 りょうこ／著 

辰巳出版 

『いわし むれでいきるさかな』 

みなさんがよく知っている魚であるイワシ。イワシが広い海で生き抜く

ためにとった方法は、とても大きな群れを作るということでした。鳥や他

の大きな魚、クジラそして人間までもイワシを食べようと狙っています。

卵から生まれたイワシのこどもの中で、生きのびることができるのはごく

わずか。それでも大きな群れのすべてのイワシが食べられることはありま

せん。生きのびたイワシが数えきれないほどたくさんの卵を産み落とし、

また群れを作るのです。 

 最後にイワシの本当の大きさも載っています。イワシについてちょっと

詳しくなれます。（伊藤） 

 

掘り出し物のミステリをご紹介！   

おや、待てよ？  ミステリで「特別料理」とは、もしや？   

そう思ったあなた、ぜひご一読を。けして期待は裏切りませんから。 

巧みな語りが描き出す、ゾッとするような急展開…。  

奇妙な味の短編集をご堪能ください。（片桐）  

スタンリイ・エリン／著  

田中  融二／訳  

早川書房  

『特別料理』 

 

 いろいろな思い出の中に付随して現れるものの一つが飲み物です。この本の中 

には懐かしさと知らなかった「ジュース」の写真や歴史があふれています。 

 気が付けば缶ジュースがプルタブからプルトップに変わり、瓶からペットボト

ルに変わり…。容器やデザインに時代や流行が反映されていて、見ていてとても面

白いです。 

 しばし懐かしさと童心に浸れる 1冊です。（阿達） 

 

『日本懐かしジュース大全 』 

 

 

東京 辰巳出版』  

  

 

『どうぶつクッキー』 

 

彦坂 有紀， 

もりと いずみ／作・絵 

学研プラス 

「ひよこさーん」「ピヨ  ピヨ」「いぬさーん」「ワン  ワン」 

ねこ、ぶた、うし・・・  呼んだらどんどん集まってくる  

かわいい動物たち。でもよーく見ると、みんなとっても  

おいしそうなクッキーではありませんか。  

それでは「ぱく」っといただきましょう。  

 浮世絵の手法で刷られた木版画で描かれた  

とてもかわいい絵本。ぜひ親子で楽しんでください。（伊藤） 

  

 



       
        
 

 

 

 

 

『みをつくし料理帖』 …角川春樹事務所                         

・人間模様を描いている。 

・読んでいて肩がこらない。 

・女性らしい感性で書かれている。 

・自分は調理に携わっていたことがあるので、

江戸時代の料理屋の設定としては少し疑問が

ある。この時間でこれだけのものが作れるの

か。あたたかいものを大人数分、用意できるの

か。そこの部分はリアリティがない。 

 

『きずな』より 『漆喰食い』…角川春樹事務所 

・1 時間ドラマにぴったり。 

・健気な少女が親を思う気持ちが良かった。 

 

『ふるさと銀河線』…双葉社 

・感動はするが、作っているなと思った。 

 

                                 

 

★6月の課題本『世界でいちばんやかましい音』 

ベンジャミン・エルキン/作（こぐま社）  

 

令和 2 年 1月 19日（日） 

参加者 3名 

月の読書会 
白根図書館 

読書会報告 

  NO.231 
『髙

たか

田
だ

 郁
かおる

』 
  

 

『あい』…角川春樹事務所 

・この作品は幕末から明治にかけて実在した関

寛斎の妻あいの話。参考文献をきちんと読み込

んで組み立てられているので骨太な作品。 

・明治時代の親戚の日記を読んだことがあるの

で、親近感を覚えた。 

 

高田郁の著作 

『みをつくし料理帖』シリーズ 

『ふるさと銀河線』 『あい』 

『銀二貫』…幻冬舎 

『出世花』 『蓮花の契り』…角川春樹事務所 

『あきない世傳』シリーズ…角川春樹事務所 

 

日時｜毎月第３日曜日 PM２：00- 会場｜白根学習館  ルーム２  
【申込不要】気軽に本の話をしましょう。  

※新型コロナウイルスによる感染症防止のため、マスク着用の上ご参加ください。  

 また、参加者の方には連絡先をお聞きしますので、ご了承ください。  

【読書会は、しろね図書館友の会との実施事業です】  

 

これからの読書会  

短いおはなしですので事前に読まなくても参加できます。  

 



 

 

 

  
 

  

 

 

 

◆『ドミノ』◆ （角川書店） 

「ドミノ」はドミノ倒しのドミノのこと。グランドホテル

形式という、一つの場所に集まった人々が出来事

に巻き込まれていく方式で書かれたもの。『ドミノ』

は東京駅が舞台で、たまたま東京駅に集まった、総

勢２６人が出来事に巻き込まれる。大勢の人物が

登場するので、普通は物語の何がどう起きたかを

書くのが精いっぱいで登場人物の性格描写まで書

くことが難しいと思うが、人物の性格描写もよくでき

ている。物語としても面白いし、人物も書き分けられ

ているので、相当力のある作家だと思う。 

現実に即したドタバタ劇を書いたものは、恩田陸

作品の中でこの作品くらいではないか。 

 

◆『ネバーランド』◆（集英社） 

冬休みに帰省せず、高校の寮に残るころにした

少年たちの物語。ドラマチックで劇的なことは何も

起こっていないのに、登場人物４人の少年の心に

変化が起こる。うまく書いていると思う。 

 

◆『三月は深き紅の淵を』◆（講談社） 

 物語の中に「子供のころ本を読んでても、誰々作、

って意味が分からなかったの」という文章が出てくる

が、物語と自分が同化する、物語の中を生きている

という暗喩なのだろう。 

この本は『三月は深き紅の淵を』という名の本を

求める４つの中編で成り立ち、この４つの中編をあ

わせて結果的に『三月は深き紅の淵を』という本に

なるという入れ子構造になっている。一つめの物語

はこれから書かれようとしている本の話、２つめの

物語は、その本は書かれていて、なぜその本が書

かれたのかを知ることになる話、３つ目の物語はそ

の本を書くように導かれる話、４つ目の物語はこの

本を書いている作者の創造過程の混乱が描かれて 

 

 

 

 

いるように感じる。作者の自分語りも入っているの 

ではないか。物語の出来の良し悪しは別として、個

別の物語は物語として、全体を読むと本を書く・読

む行為の姿が現れてくる。 

 

◆『夜のピクニック』◆ （新潮社） 

 高校生の揺れ動く気持ちがよく書かれている。自

分が高校生の頃は、行事は普通に修学旅行だった。

実際歩くのは大変だと思うが、歩行祭という行事は

修学旅行とはまた違った体験ができてよいと思う。 

「みんなで、夜歩く。たったそれだけのことなのにね。

どうして、それだけのことが、こんなに特別なんだろ

うね。」登場人物の言葉が心に残った。 

 

◆『私の家では何も起こらない』◆ 

（メディアファクトリー） 

いわゆる幽霊屋敷の話。登場人物「私」にとって

は、普通に暮らしているし、普通に生きているし、何

も起こらない。最初の短編で「私」が誰かということ

はわかるので、ネタバレしているわけだが、だから

といってその後の話がつまらないわけではなく、面

白く読めた。さすが物語作家だなと思った。 

 

令和２年２月１６日（日） 

参加者 ４名 

白根図書館 

読書会報告 

  NO.232 

～そのほかに紹介された本～  

◆『六番目の小夜子』◆（新潮社） 

◆『図書室の海』◆（新潮社） 

月の読書会 

恩田
お ん だ

陸
りく

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜一般書＞ 

『息吹』 

テッド・チャン／著 

 大森 望／訳（早川書房） 

 

現代 SF界を代表する作家テッド・

チャンの待望の作品集。 

SF の世界各賞を受賞した表題作

「息吹」「商人と錬金術師の門」ほ

か 9篇を収録。 

〒950-1294 新潟市南区味方 1544（味方出張所内） 電話：025-373-4788 

開室時間：月～金曜日 午前９時～午後５時 

土曜日   午前９時～午後３時（祝日でも開室） 

※日曜日・祝日（土曜日は除く）・年末年始は休室 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

２０２０年 6月 

＜一般書＞ 

『新潟県方言集成』 

外山 正恭／編著（新潟日報事業社） 

 

新潟県内の方言、約４万語を収録

し、五十音順に掲載。普段使って

いるこの言葉、これって方言？ 

気になったら調べてみませんか。 

＜児童書＞ 

『いっぴきぐらしの 

ジュリアン』 

 ｼﾞｮｰ・ﾄｯﾄﾞ⁻ｽﾀﾝﾄﾝ／作 

 いわじょう よしひと／訳 

（岩崎書店） 

味方地区図書室だより 

いっぴきで気ままに暮らしていた野

ねずみのジュリアン。ところがある

日、きつねが突然巣穴に飛びこんでき

て…！ 

ジュリアンときつねのやりとりが楽

しく、迫力のある絵も見どころです。 

★おすすめ図書のご案内★ 

図書館・図書室をご利用の皆様へ（お願い） 

新型コロナウィルスによる感染症拡大防止のため、 

以下の点にご協力をお願いいたします。  

 

①  他の利用者の方と十分な距離をとる  

②  マスクの着用  

③  利用前後の手指の消毒  

④  体調が優れない時は来館を控える  

⑤  長時間滞在を避ける  

現在、一部使用できない

座席があります。 

ご了承ください。 


