「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。

豊栄図書館は、平成 31 年１月
月２３日（水）
蔵書点検とは？
から１月３０日（水）の間、蔵書点検
蔵書点検のため
図書館に所蔵している資料
資料を 1 冊 1 冊確認し、
休館いたしました。
あるべきところに資料があるか
があるか、データと資料が
利用者の皆さまにはご不便をおかけいたしま
をおかけいたしま
正しく一致するかなどを確認
確認する作業です。
したが、無事作業を終了することができました
することができました。
豊栄図書館は約 20 万点の資料を点検しました。
万点
ご理解とご協力ありがとうございました
ありがとうございました。

シニアコーナーの新設 （11 階くらしのコーナー内）
「自分史」「年金」「相続」
「
「介護」「医療情報」「終活」
など、幅広いジャンルから、シニア
シニア世代の方々に関心の
高い本を集めました。

ブックスタート紹介コーナーの
コーナーの新設（1 階子どもの本のへや内）
シニア世代の方へ

新潟市で行っている「ブックスタート
ブックスタート事業」についての
紹介と、配付絵本の見本を展示
展示しています。
子育てに役立つ「子育て応援コーナー
コーナー」も隣接しています。
「ブックスタート」とは？
絵本をとおして、赤ちゃんと保護者がゆっくりと
がゆっくりと心ふれあうひとときを持つ
きっかけをつくる運動です。
会場で絵本をプレゼントするとともに、ボ
新潟市では、１歳誕生歯科健診の会場
ランティアによる絵本の読み聞かせを体験
体験してもらいます。

その他のコーナーの移動等
移動等

子育て世代の方へ

大きな活字で読みやすい大活字本
大活字本のコーナーを 1 階くらしのコーナー内
内に移動しました。
豊栄図書館設計者である安藤忠雄氏
安藤忠雄氏や建築に関する本を中心とした安藤文庫
安藤文庫コーナーを
1 階閲覧室入口付近に移動しました
しました。
現代詩に関する本を集めた現代詩文庫
現代詩文庫コーナーを 1 階閲覧室入口付近に
に移動しました。

平成 30 年 11 月 7 日（水）、新潟県立図書館にて
「全国優良読書グループ表彰」の贈呈式が行われまし
た。
51 回目を迎える今回は、新潟市北区を中心に活動
している、絵本の読み聞かせボランティアグループ
「こんぺいとう」が表彰されました。
※「全国優良読書グループ表彰」とは・・・
公益社団法人読書推進運動協議会が主催し、毎年読書週間中に
行われる、読書グループ活動の奨励を目的とした全国表彰です。

「こんぺいとう」は、南浜小学校、南浜中学校、太夫浜保育園、松浜図書館などで、約 22 年間、
朝読書の時間や、絵本の読み聞かせなど、地域に根差した活動を続けています。

豊栄図書館
キャラクター
とよたん

保存期限が過ぎた雑誌を無料配布します。
先着順で、無くなり次第終了します。
冊数制限はありません。
日時 2 月 20 日(水)から 2 月 27 日(水)
開館時間中
場所 豊栄図書館 1 階 円形廊下
配布雑誌 主に平成 28 年以前の雑誌
※どの雑誌がいつ出るかはお答えでき
ません。
※取り置きはお受けしておりません。

お知らせ
2 月 23 日（土）実施の「野菜作り講座」
は、好評のため定員となりましたので、
申し込みを締め切りました。

寒い冬から、暖かくなる春に向けて、
いろいろなイベントが続きます。
他にも何かイベントがあるかも？

テーマ 『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治著)
日時 3 月 3 日(日)
午後 1 時 30 分から 3 時 30 分
場所 豊栄図書館 集会室
定員 20 名 (申し込み不要)
主催 豊栄図書館応援団

いろいろな国の物語や昔話のストーリー
テリング（本無しの語り）を行います。
日時 3 月 16 日(土)
午後 3 時から 4 時 30 分
場所 豊栄図書館 集会室
定員 ３0 名 (申し込み不要)

『ヘッポコ征夷大将軍』

『十代に贈りたい

心の名短歌 100』

長谷川ヨシテル／著
（柏書房）

田中章義／著（PHP 研究所）
十代で短歌と出会い、その後世界各地で詠ん

高校で日本史を学んでいて、私が苦労したの

だ短歌が英訳もされている著者。
「十代の人に向

は人物の名前を覚えることでした。テレビドラ

けたった一首でもいい、たからものになる歌と

マの題材になった人物であれば、それを演じた

出逢ってほしい」と集めた１００首が載ってい

俳優のイメージと紐づけるなどしていましたが

ます。

やはり限界がありました。

友人や恋人を思う気持ち、家族のこと、孤独
や不安。生きる時代や環境が違っても、人の想
いは変わらないのかもしれません。
戦国武将、幕末の志士から現代の日本人まで、

「征夷大将軍」を主軸に、気楽に日本史の流
れを概観できるのが、この本です。
あまり知られていない人物にも目が向けられ
ており、教科書では物足りないが、専門書には

幅広い詠み人たちの三十一文字に託した想いに

手が出しにくい…と思っている方にお勧めしま

励まされます。
（田辺）

す！（島倉）

『みんなの防災えほん』

『大雪』

ゼリーナ・ヘンツ／文 アロイス・カリジェ／絵
生野幸吉／訳（岩波書店）
アルプスの山の小さな村に住む女の子、フル
リーナ。兄ウルスリに、そりの飾りを買ってく
るよう言われ、吹き乱れる雪の中、隣村の糸屋
に出かけます。
妹の帰りが遅いのを心配したウルスリは、ス
キーで山へ探しに出かけます。木々の間で見つ
けたものとは・・？
雪の中で暮らす人々の姿を生き生きと描いた
『大雪』
。最近改版され、挿絵がより美しく鮮や
かになりました。フルリーナやウルスリが登場
する『フルリーナと山の鳥』
『ウルスリのすず』
もあわせてどうぞ。
（小松原）

山村武彦／監修

ＹＵＵ／絵（ＰＨＰ研究所）

近年、日本各地で様々な自然災害が発生してい
ます。
防災について考えたいけれど、中々きっかけが
つかめないと思われている方に、こちらの本はい
かがでしょうか。
地震・台風・大雨・大雪などの災害が起きた時
の注意点、また災害に備え準備しておく物、避難
所での過ごし方などもわかりやすくカラフルなイ
ラストを使って書かれています。
防災の基本を知るために使える一冊です。
（山本）

職員によるおはなしのじかん

図書館 1 階模式図

★赤ちゃん（０から２歳）と保護者向け
毎週土曜日

入口

午前 10 時 30 分から 1０時 50 分
★幼児から

「おははしのじかん」
会場「おはなしのへや」

毎週日曜日
「わらべうたのじかん」
会場「集会室」

午前 10 時 30 分から 11 時

赤ちゃんタイム
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

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
午後３時から３時 30 分

第 4 日曜日

豊栄図書館応援団

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

わらべうたのじかん
このゆびとまれ♪
★幼児・小学生と保護者向け
毎月第 2 土曜日
午後 2 時から２時 45 分

臨時休館中は「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」などのイベントをお休みしています。
ご了承ください。
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