「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。

2019 年のテーマは
『ドは読書のド♪』

大人も子どもも参加できるイベントがたくさん
できるイベントがたくさん！ ぜひ、ご来館ください
ください。

子ども向けに、うちどく読書ノート・ぬりえを
ノート・ぬりえを

絵本のよみきかせ、
、わらべうた、カルタ

プレゼントします。20 冊読んだら
んだら「るーぽん」

あそび、ポップアップカード
ポップアップカード作成などを

るーぽん」：こどもとしょ
シールをお渡しします。 ※「るーぽん

かんシンボルキャラクター

※豊栄図書館は大人向け読書ノートも配布
配布 (先着 100 部)

行います。対象は幼児
幼児から。保護者の方も
参加できます。

読書のおともに、オリジナルしおりはいかが
オリジナルしおりはいかが

図書館のどこかに
のどこかに、誰かのおすすめの

ですか。幼児から作れます。

本が置いてあります
いてあります。
借りる時は、次
次に自分のおすすめの本
を置いてください
いてください。
どなたでも参加
できます。

オリジナルのメッセージカードを
オリジナルのメッセージカードを作って、好き
な人におくろう！幼児から作れます
れます。

豊栄図書館の来館者数が３月２
２日(土)、４００万人を達成しました。
400 万人目の来館者となった坪谷
坪谷さんと姪御さんには、池田館長から
認定証書と記念品が贈呈されました
されました。坪谷さんは「まさか 400 万人目
になるとは思っていなかったのでうれしい
っていなかったのでうれしい」と話していました。

素ばなし」ともいう。
豊栄図書館では、ボランティアによるおはなしのじかんなどで
ボランティアによるおはなしのじかんなどで、ストーリーテリング
(おはなし)を行っています(定例会
定例会については 4 面をご覧ください)。
本年度は、入門講座を開催します
します。また、講座修了者による勉強会
勉強会も行っています。

概要

ストーリーテリングボランティアに
ストーリーテリングボランティアに関心のある人を対象とした入門講座
入門講座です。
「ストーリーテリングとは
ストーリーテリングとは何か」
「昔話の特徴」
「おはなしの選び方
方・語り方」などの講義、
実習、交流会を行い、人前
人前で語ることを目指します。

日時 ５月 25 日(土)、6 月 1 日
日(土)、6 月 29 日(土)、9 月 28 日(土)、
10 月 26 日(土)、11 月 30 日(土) 【全 6 回】午後 2 時〜４時
対象 ストーリーテリング初心者
初心者で 6 回全て参加できる人
定員 先着 8 人
参加費 無料
会場 豊栄図書館 集会室
申込み 5 月 8 日(水)午前 10 時
時から 電話または直接窓口へ
問合せ 豊栄図書館 電話 025
025-387-1123

ろうそくは、聞き
手がおはなしの世
界に浸る助けとな
る、大切なものと
されています。

概要 豊栄図書館
豊栄図書館のストーリーテリング講座の修了者有志
修了者有志の勉強会です。
主な活動 月 1 回の勉強会のほか、大人向け年 2 回、子ども向け年
回
2 回の
おはなし会や、学校でのおはなし会などを
などを行っています。
カレンダーの見方
豊 ：豊栄図書館開館
午前 10 時〜午後 7 時

日

月

火

4/21

4/22

4/23

【豊】：豊栄図書館開館

【豊】
【松】

豊

豊・松

松 ：松浜図書館開館

4/28

4/29

4/30

【豊】
【松】

【豊】

【豊】

5/5

5/6

5/7

【豊】
【松】

【豊】

豊

午前 10 時〜午後 5 時
午前 10 時〜午後 7 時
【松】：松浜図書館開館
午前 10 時〜午後 5 時

『遥かなる足跡』

『この道のむこうに』
伊藤 昇／著
自費出版

フランシスコ・ヒメネス著、
千葉 茂樹／訳 小峰書店

パンチートは幼い頃、家族とメキシコからア

北区新崎在住で郷土の歴史・文化研究家であ

メリカに不法入国しました。一家は季節労働者

る著者が、地域の語り部として各地で講演して

としてカリフォルニアを転々とし、国境警備隊

きたものを、当時の原稿や資料を元に一冊にま

の影に怯えながらの過酷で貧しい毎日を懸命に

とめたものです。約５００年前の地区の始まり

生きました。そんな生活でパンチートの一番の

から今に至る歴史や風俗が、自身の研究成果、

喜びは、移動先で短期間通う学校での学びでし

古老からの聞き取り、体験談によってつづられ

た。ところが、パンチートが中学生のある日、

ています。また、資料編には古地図や写真を始

警備隊員が教室に入ってきたのです。パンチー

めとする貴重な資料などが掲載されています。

トはどうなる？
続編『あの空の下で』では、主人公の青春
時代が語られます。
（関）

『たのしい川べ 〜ヒキガエルの冒険〜』

北区濁川地区の歴史に興味がある方は一読
を。この本は濁川地区図書室にもありますので
（池田）
お近くの方は足を運んでみてください。

『さかさんぼの日』

ケネス・グレーアム／作、

ルース・クラウス／作、マーク・シーモント／絵、

石井 桃子／訳 岩波書店

三原 泉／訳 偕成社

家を掃除中のモグラが、春の陽気に誘われて

ある朝、今日はさかさんぼの日にしようと決め

地上に飛び出し、初めて見た川に魅了されます。

た男の子。コートの上にパジャマを着て、その上

気のいい川ネズミの家で一緒に暮らしながら、

から下着をつける。階段を後ろ向きに下りて、家

自然の素晴らしさ、厳しさを味わいます。物語

族にはおやすみの挨拶をする。

には川や森で暮らす他の生き物も登場し、何度

もし自分がさかさんぼの日を実行してみたら。

失敗しても懲りないヒキガエルや、社交嫌いで

靴の上から靴下をはくような、そんな一日を過ご

も友達思いのアナグマなど、個性豊かな仲間が

すことを考えると、ちょっと変わった、楽しい気

大活躍します。

分になるのです。

この物語は、作者が幼い息子に即興で語り続
けた話が基になっています。
（中山）

毎日に飽きてしまったら、さかさんぼの日を実
行してみるのもいいかもしれませんよ。
（長谷川）

定例会のご案内

絵本やおはなしを楽しむ
「おはなしのじかん」と、
わらべうたで遊ぶ「わらべうたのじ
かん」の予定です
豊栄図書館キャラクター

＊おはなしのへや にて＊

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

とよたん

＊集会室 にて＊

わらべうたのじかん
★幼児・小学生と保護者向け
第 2 土曜日 午後 2 時から 2 時 30 分

★幼児から

※祝日を除く

毎週日曜日 午前 10 時 30 分から 11 時

ボランティアによるおはなしのじかん
★幼児から ※祝日を除く
第１土曜日 午後 2 時から 2 時 30 分
（おはなしバスケット）
第４土曜日 午後２時から 2 時 30 分
（クリーク・クラック）
第４日曜日

午後 3 時から 3 時 30 分
（豊栄図書館応援団）

赤ちゃんタイム
「赤ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さな
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 12 時

くわしくは、館内のチラシをご覧ください！

赤ちゃんタイム
「赤ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さな
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。

職員によるおはなしのじかん

毎週木曜日 午前 10 時から午後 1 時

★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
＊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

＊図書館内（児童書コーナー）にて＊

編集・発行

発行日

ボランティアによるおはなしのじかん
★乳幼児から ※８月を除く
第２土曜日

午前 11 時から 11 時 30 分
（こんぺいとう）
＊2 階 和室にて＊

：新潟市立豊栄図書館
〒950-3323 新潟市北区東栄町 1-1-35 TEL:025-387-1123 FAX:025-384-6600
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
：2019 年 4 月
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.niigatacitylib.jp/

