
                                    

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

新型コロナウイルスによる感染症予防のため3月から休止し

ていましたが、換気等の対策を行いながら再開しました。 

マスクの着用や手指の消毒にご協力ください。 

また、ご参加の方の氏名・連絡先を伺っております。 

発行 新潟市立白根図書館  新潟市南区田中３８３ 電話 （０２５）３７２－５５１０ FAX （０２５）３７２－５５４０ 

～Since 2000 ～ 

 

№２３３ 

※No.は「しろね図書館だより」の続きです 

2020年 9月発行 

貸出冊数・期間を拡大しています 

 

【冊数・期間】 

図書・雑誌の貸出冊数 15冊 

（予約・リクエスト件数は 10 件まで） 

貸出期間 3週間 

※ＡＶ資料の貸出・予約点数は 2 点まで 

※貸出延長は 3 週間 

※相互貸借資料の貸出期間は 3 週間より

短くなる場合があります 

【実施期間】 

令和 2 年 8 月 6 日（木）から当面の間 

「文庫」（ぶんこ）は「ふみぐら」を音読みにしたも

のです。「ある目的で集められたひとまとまりの蔵書」

という意味があります。 

白根町立図書館（大正 12 年設立）はいくつかの文

庫を運営していました。その中のひとつに「床屋文庫」

があります。『表彰記念 白根図書館一覧』（町立白根

図書館／編 1928 年）には、町内 9 軒の理髪店に 10

冊・1 ヶ月設置し、毎月資料を交換したという記録が

あります。また、当時水運が活発だった中之口川を行

き来していた船「白根丸」に文庫を設置していた記録

もあり、読書普及のために様々な工夫をしていた様子

がうかがえます。 

現在の南区のスタンプカードをお持ちの

方は交換しますのでお持ちください。 

白根・月潟図書館ではスタンプ 5 個が 

たまるとプレゼント！ 

♪白根図書館♪ 

毎週土曜日 午後 2 時から（乳幼児から） 

ストーリーテリング  

午後 2 時 30 分から（幼児から） 

♪月潟図書館♪ 

えほんのへや 毎週土曜日  

午前 10 時 30 分～11 時（乳幼児から） 

おはなしのじかん 毎月第 2・4 木曜日  

午前 11 時～11 時 30 分（乳幼児） 

New! 

★2020 年は白根学習館開館 20 周年★ 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

毎週金曜日・毎月第 1 水曜日  

白根図書館休館日   

絵本のよみかたり  

午後 2 時～  

ストーリーテリング  ※おはなしをかたります。  

午後 2 時 30 分～  

 

おはなしのじかん  
毎週土曜日  

9/20 （日）ルーム 2 午後 2 時～  

10/18（日）ルーム 2 午後 2 時～  

 

読書会  毎月第３日曜日  

6 月の来館者数…  7,961 人  

7 月の来館者数…  8,772 人  

8 月の来館者数…  10,145 人  
 

おはなしかご例会

毎月第 2・第 4 土曜日  

会場は図書館にお問い合わせください。  

※白根図書館で活動している読み聞かせ  

ボランティアグループの勉強会です。  

いつでも見学においでください。  

赤ちゃんタイム  
毎週土曜日  午前 11 時～午後 2 時 30 分  

 

◇白根図書館  11/３（火）までの行事◇  

おはなし「みなごろし 半ごろし」 

絵本 『はなびドーン』 

夏の夜に、みん

なで怖い話を楽

しみました。 
 

「ボトルで作ろう！スノードーム」 

身近な材料を

使って、スノ

ードームを手

作りしました。 
 

午前・午後の合計 4 回構

成で、たくさんの絵本やス

トーリーテリング、手遊び

を楽しみました。 
 

「こわ～いおはなし大会」 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

毎週月曜日・毎月第 1水曜日・国民の祝日  

※月曜日が祝日の場合、火曜日も休館  

・・・9/22（火）、11/3（火） 

月潟図書館休館日  

毎月第 2・4木曜日  午前 11 時～午前 11時 30 分   場所／視聴覚室   

毎週土曜日    午前 10時 30分～午前 11 時   場所／視聴覚室  

おはなしのじかん  

◇月潟図書館  11/3（火）までの行事

◇  

新潟市立月潟図書館    

〒950-1304 新潟市南区月潟 1417番地 ■電話／025-375-3001■FAX／025-375-1060 

赤ちゃんタイム    毎週木曜日  午前 10時～正午  

場所／視聴覚室  

お月さまをかじってみたら、どんな味がするのかな。「あまいのかな。しょっぱいのかな。」動物

たちは、お月さまを見ながらいつも考えていました。 

 ある日、カメが心を決めて、いちばん高い山に登ってお月さまをかじってみようとしました。けれ

ども、小さなカメには届きません。そこで、ゾウを呼んで、キリンを呼んで、あと一息・・・とうとうネ

ズミが「パリッ！」とお月さまをかじってしまったのです。さあて、お月さまはどんな味がしたのでし

ょうか。 （田中） 

 

マイケル・グレイニエツ

／絵と文 いずみちほこ

／訳 らんか社 

 

『 お 月 さ ま っ て ど ん な あ じ ？ 』 

   

 

『 ぐ る ぐ る ♡ 博 物 館 』 

三浦  しをん／著  

実業之日本社  

 

 

「博物館ってなんだか敷居が高い…」そんなあなたにお勧めの一冊です。  

『舟を編む』『まほろ駅前多田便利軒』などの作者、三浦しをんが「面白そう！」と

感じた博物館を巡るルポ・エッセイ。  

登場する博物館は、土器に奇石にボタンに etc…。「どうしてこんなに集めなすっ

た？」  著者の素朴な疑問に答えるのは、静かなる情熱を燃やす学芸員たち。  

読み進めるごとに、博物館に携わる人たちの愛が伝わってきます。  （片桐）  

 

宇宙から地球を眺めてみたい、と思う人は多いだろう。どんなふうに見えるのか、何を感じるの

か、それで自分は何か変わるのか-。 

私自身が宇宙に行ける可能性はほぼゼロに近いけれど、この本に登場する 12 人の日本人

宇宙飛行士たちの証言は、それぞれに刺激的で興味深い。神秘的な体験と捉える人もあれば、

宇宙体験は仕事の一環と考える新世代の宇宙飛行士も。 

いずれにしても、地球という稀有な存在の不思議さを実感するのは共通のようだ。 （松田） 

 

（松田）  

 

『 宇 宙 か ら 帰 っ て き た 日 本 人 』 

稲泉 連／著  

文藝春秋  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

〒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 9月 

＜一般書＞ 

『告解』 

薬丸 岳／著（講談社） 

ごく普通の 20歳の青年が飲

酒運転でひき逃げ事故を起こ

す。その刑期を終えた時から真

の償いの日々は始まった。 

心の中の罪が消えないなら

ば、どう向き合い、どう行動す

ることが贖罪になるのか。罪と

罰のあり方を追求し続けてきた

著者の勝負作。 

味方地区図書室だより 

＜一般書＞ 

『終の盟約』 

楡 周平／著（集英社） 

開業医の父が認知症となった。

事前指示書に従って専門病院へ

入院させるも、突然の死亡を知ら

される。その裏にあった、旧知で

交わされた誓いと約束とは。 

現代医療と社会問題を背景に、

「自分ならどうするか」を考えさ

せられる１冊。 

★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。 

＜児童書＞ 

『ざんねんな 

いきもの事典』（さらに） 

 今泉 忠明／監修 

（高橋書店） 

 

進化の結果、ちょっと不自由なことがある

動物たち。「においに敏感過ぎて油性ペンの線

を越えられないアリ」「助走が長すぎて、屋根

がないのに動物園から逃げられないフラミン

ゴ」など、どうしてこうなった？と知りたく

なる動物情報が盛りだくさん。 

逆に、今は欠点に見える能力も、いつかは

すごく役立つかもしれません。おもしろ動物

事典シリーズ第 5弾！ 



令和２年 6月２１日（日） 

参加者 ７名 

参加者がその場で作品を読みあってから話し合う読書会です。お気軽にご参加ください。 

読書会は、しろね図書館友の会との実施事業です。 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・読んでもらうととても楽しいお話。5～6歳か

ら聞けるお話とされているが、例えば伝達に使う

「トムトム」など、初めて聞いたときにはわから

ない言葉もある。しかし大きくなって意味がわか

ったときに知る喜びを感じることができる。 

 

・「何々があってしあわせになりました」という 

形のストーリーだが、想像力のある子どもたちな

ら、この話をもっとふくらませて考えていくかも

しれない。 

 

・王様は王子のためと言いながら、結局は自分の 

名誉のために行おうとしている部分が気になるな 

ど、つい大人の目線で読んでしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

・物語の初めに出てくる音は、例え楽隊でも 

音楽ではない。それが最後には音楽になるま 

での心持ちを描いているようだ。 

 

 ・途中の「別に悪気がなかったのですが」と 

いう言葉が繰り返される場面がとても印象深 

かった。 

 

・「仕事は人にまかせて、自分はその結果だ

け楽しもうとした」という文がとても心に 

刺さった。 

 

・教訓も含まれているが、一つの物語とし 

てとても楽しめる。大人はつい教訓を読み 

取ろうとするが、子どもたちはもっと物語 

そのものをおもしろく感じて読むのではな 

いか。 

 

・町の名前の「ガヤガヤ」や王子の名前の 

「ギャオギャオ」などは、原著の英語を訳 

者が日本人にあわせて工夫した言葉にして 

いると思う。 

 

・『おはなしのろうそく １０』にも収録され

ているが、言葉が少し変えられているようだ。 

月の読書会 白根図書館 

読書会報告 

  NO.233 

９月・１０月の読書会 

『世界でいちばんやかましい音』 
ベンジャミン・エルキン/作 松岡享子/訳 

  （こぐま社） 

◆本の内容 

 世界でいちばんやかましい町ガヤガヤに住

む王子ギャオギャオの願いは「世界でいちばん

やかましい音を聞きたい」ということ。そこで

王様は、世界中の人が同時に大声でどなるよ

う、おふれを出しました。 

★９月のテーマ本★ 

『さよならをいえるまで』 
マーガレット・ワイルド/ぶん フレア・ブラックウッド/え 

石崎洋司/やく （あかね書房） 

毎月第３日曜日 午後２時～ 

会場：白根学習館 ルーム２ 

『蜜柑』 
芥川龍之介/著（岩波書店 ほか） 

 

★１０月のテーマ本★ 



       
        
 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

令和 2 年 7月 19日（日） 

参加者 6名 

月の読書会 
白根図書館 

読書会報告 

  NO.234 

『草之丞の話』 
『つめたいよるに』より 

 江國 香織/著 新潮社 

 
  

 

 

・ファンタジーだな。 

 

・クリスマスにレコードというところで時代を考え

ると 1987年頃かな。こういうところで時代背景を

感じる。 

 

・13歳、昔は大人。今の時代だとまだこれからいろ

いろお金がかかってくるのになあ。 

 

・江國さんの文章の書き方はテクニックを使ってい

ない。プロの作家らしい文章ではなく、13歳の少年

が使っている文体を使っている。 

 

・これからお金がかかるのに大変だな、など現実的に

考えてしまった。 

 

・草之丞はいつもどこから見守っているのか。 

 

・擬音に古語を使っているのでは（「しわっと」、『デ

ューク』に出てくる「びょおびょお」）。 

 

・時代設定は中学生が学校をサボって抜け出すとこ

ろから、もう少し古く昭和 30～40年代かもしれな

い。 

 

 

・矛盾点が多くて、いろいろ気になった。こわがりなの

に幽霊と子供を作ったのかなど。 

 

・息子が 13 歳で草之丞が離れたが、娘だったらどう

だったのか。昔の人の感覚だな。面白かった。 

 

・感想を言うのは難しい。 

 

・母親が女優だが女優として語られてない。13歳の主

人公が状況をそのまま受け入れている。 

 

・こういう話は読む人のその時の状態で受け止めが違

う。 

 

・13歳の少年が初めは不思議で、と言っているが受け

入れている。 

 

・こういう風に状況を受け入れられたらいいな。こうい

う風に受け入れられたら幸せ。優しい話。 

 

・言葉の使い方が独特。 

 


