「しらかし」は豊栄図書館正面にあるシンボルツリーの樹種です。

１０月２７日(土)から１１月９日(金)は読書週間。
今年の標語は「ホッと一息 本と一息」、図書館の
本を読みながら一息ついて、「ホッと」心が温かく
なる豊かな時間をすごしませんか？
豊栄図書館・松浜図書館では、読書週間にさまざまな
イベントを行います。
詳しくは、中面の記事をご覧ください。

空調設備改修工事のためご不便をおかけいた
しますが、ご理解とご協力をお願いします。

休館中は下記のサービスを休止します
貸出、予約・リクエスト受付、調査・相談、所蔵調査、図書・雑誌・新聞の閲覧 など
※電話での受付を含みます。 ※返却ポストは 11 月 18 日（日）まで利用できます。

詳しくは、休館お知らせのチラシ、図書館ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

松浜図書館

０２５-３８７-１７７１
（工事の状況により職員不在の場合があります。ご了承ください）

大人向けと子ども向けの読書ノートを配布
します。大人向けは 100 冊ご用意します。
(無くなりしだい終了)

メッセージカードをつくってプレゼント
しよう！(子どもが対象のイベントです)
期間 10 月 27 日(土)から 11 月 8 日(木)

期間 10 月 27 日(土)から 12 月 4 日(火)

有志の市民と職員が文学作品を朗読します。
日時 10 月 27 日(土) 午前 11 時から正午
定員 20 名 (申込み不要)
対象 中学生以上
会場 豊栄図書館 集会室
※語り手の募集は締め切りました。

テーマ『貝の火』（宮澤賢治／著）
日時 11 月 11 日(日)
午後１時 30 分から 3 時 30 分
定員 20 名 (申込み不要)
対象 中学生以上 主催 豊栄図書館応援団
会場 豊栄図書館 集会室
※テーマの本はなるべく事前に読んでご参加ください。

大人向けと子ども向けの読書ノートを配布
します。大人向けは 50 冊ご用意します。
(無くなりしだい終了)。

期間 10 月 27 日(土)から 11 月 4 日(日)
※11 月 5 日(月)から臨時休館のため、配布期間が
短くなっております。
ご了承ください。

石塚薫さん(江南区在住)の、懐かしい語り
口調の昔ばなしを一緒に楽しみませんか？
日時 10 月 30 日(火)
午前 10 時 30 分から正午
定員 30 名 (申込み不要)
対象 中学生以上 主催 おはなしマドレーヌ
会場 豊栄図書館 集会室

新潟市文化財センター学芸員を講師に迎え
北区周辺の歴史に光をあてます。
日時 11 月 18 日(日)
午後 1 時 30 分から 2 時 40 分
定員 24 名 (要申込み)
対象 中学生以上
会場 豊栄図書館 集会室
申込み先 豊栄図書館 電話 025-387-1123

文化の日の北地区公民館文化祭にあわせ
職員が文学作品を朗読する会を行います。
日時 11 月３日(土)
午前 11 時から 11 時 20 分
定員 15 名程度 (申込み不要)
対象 一般
会場 北地区公民館 2 階
ゆったりルーム(フリースペース)

『不便ですてきな江戸の町
時空を超えて江戸暮らし』
永井

義男／著，柏書房

現代人である元大学教授と編集者がタイムト
ラベルをし、江戸で生活をはじめることになった
らはたしてどうなるか、という観点から衣食住、
経済、衛生観念などあらゆる視点から当時の暮ら
しを紙上で再現。不便であったところも含めて紹
介し、なおその魅力を描いています。
江戸の町を理想社会であったかのように記し
ている本も多いですが、そうしたものとは一線を
画しています。（中村）

『ねえ、どれがいい？』
ジョン・バーニンガム／さく
まつかわ ゆみ／やく，評論社
「もしもだよ、きみんちのまわりがかわると
したら・・・どれがいい？」選択肢はとんでも
ないものばかり。あなたはどれを選ぶ？
楽しい質問、ちょっと怖い質問、次々と問い
かけてきます。そして、最後にたどり着くの
は・・・。
今年、35 年ぶりに続編「またまたねえ、どれ
がいい？」が出版されました。こちらも合わせ
てどうぞ！（小田）

『メキメキえんぴつ』
大海 赫／作・絵
復刊ドットコム
(ブッキング)

『スカートはかなきゃダメです
か？ ～ジャージで学校～』
名取

寛人／著
理論社

私が初めて読んだのは、６歳くらいだったで
しょうか。成績がメキメキよくなる鉛筆、一粒

この本の著者は、世界的に有名な男性だけの

で大人になれて、しかもおいしいチョコレート

バレエ団トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ

菓子。しかし鉛筆もお菓子も、それを使い、食

団に日本人で初めて入団を果たした人物です。

べた子どもの結末は恐ろしいものでした・・・。

実はその彼が“男性の名取寛人”となったのは、

もし私の鉛筆がメキメキえんぴつだったならば

性別適合手術を受けてからのこと。産まれた時

どうしよう。

は千帆という名の女の子で、長い間性別に違和

怖いくせに何度も何度も読み返し、４０年近

感を持ちながら過ごしてきました。

く経った今でも忘れられないでいます。怖い本

ずっと男になりたいと悩み続けた彼が、性別

が好きな人にも自信を持って言えます。これは

を変えて得たものとは！？ありのままの自分と

怖い本です。でもたっぷり４０年は怖いから気

は何かを考えさせられます。（石栗）

をつけて。（長谷川）

職員によるおはなしのじかん
★赤ちゃん（０から２歳）と保護者向け
毎週土曜日
午前 10 時 30 分から 1０時 50 分

図書館１階 略図

入口

★幼児から
毎週日曜日
午前 10 時 30 分から 11 時

「おははしのじかん」
会場「おはなしのへや」

「わらべうたのじかん」
会場「集会室」

ボランティアによるおはなしのじかん
★幼児から
午後 2 時から 2 時 30 分

赤ちゃんタイム
赤ちゃんや小さなお子さんをお連れ
の方が、図書館で気楽に過ごせる時間
です。
毎週土曜日 午前 10 時から正午

第１土曜日 おはなしバスケット
第 4 土曜日 クリーク・クラック

わらべうたのじかん
このゆびとまれ♪

午後３時から３時 30 分

★幼児・小学生と保護者向け

第 4 日曜日

豊栄図書館応援団 ※祝日を除く

毎月第 2 土曜日
午後 2 時から２時 45 分 ※祝日を除く

職員によるおはなしのじかん
★赤ちゃん（０から２歳）向け
毎週木曜日

午前 11 時から 11 時 20 分

平成３０年度は 11 月 1 日 までです。
＊２階 和室にて＊
★幼児・児童向け
毎週日曜日

午後 3 時から 3 時 20 分

平成３０年度は 11 月 4 日 までです。
＊図書館内(児童書コーナー)にて＊

平成 30 年 11 月 5 日(月)から
松浜図書館を臨時休館します。
「職員・ボランティアによるおはなしの
じかん」や「赤ちゃんタイム」などの
イベントもお休みしますので
ご了承ください。

赤ちゃんタイム

ボランティアによるおはなしのじかん

赤ちゃんや小さなお子さんをお連れの
方が図書館で気楽に過ごせる時間です。
毎週木曜日 午前 10 時から午後１時

★乳幼児から
午前 11 時から 11 時 30 分
第２土曜日 こんぺいとう ＊２階 和室にて＊

平成３０年度は 11 月 1 日 までです。

編集・発行

発行日

平成３０年度は終了しました。

：新潟市立豊栄図書館
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新潟市立松浜図書館
〒950-3126 新潟市北区松浜 1-7-1
TEL:025-387-1771 FAX:025-259-7331
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