「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。

日時 １１月２日(土)
午後２時３０分から４時
講師

島 吾郎 氏 (ビュー福島潟館長)

会場

豊栄図書館 集会室

参加費
無料

定員

春の福島潟と水の駅「ビュー福島潟」

【お申込み・お問い合わせ】
新潟市立豊栄図書館
TEL ０２５−３８７−１１２３

先着２０人 (中学生以上)

オオヒシクイやオニバスで知られる福島潟の
豊かな自然や干拓による福島潟の歴史的変遷
などを取り上げます。
福島潟が舞台のひとつである児童文学作品
『河童のユウタの冒険』(斎藤惇夫作、福音館書店)
の図書館職員による朗読もあり。
参加者全員に『みんなの潟学』
(潟環境研究所)と「ユウタのポップ
アップカード」をプレゼント！

有志の市民と職員が文学作品を朗読します。
日時 10 月１９日(土)
午後 1 時３０分から 2 時３０分
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

大人向け読書ノートと、子ども向け読書
ノート・ぬりえを配布します。
大人向けは１００冊ご用意します。
(無くなりしだい終了)

期間 10 月２６日(土)から 12 月３日(火)

※語り手の募集は締め切りました。

テーマ『高瀬舟』（森鴎外／著）
日時 １１月１０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。

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２４日(木)
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

大人向け読書ノートと、子ども向け読書ノート・
ぬりえを配布します。
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２６日(土)から 12 月３日(火)

豊栄図書館敷地内の木立で、ふくろうを見つけました！
ふくろうは古くから知恵をつかさどる生き物と言われ
右にある読書週間のマークのように、本や図書館に関係
するシンボルマークにも数多く使われています。

『誰にも探せない』

大崎梢／著 幻冬舎

『きりみ』
長嶋祐成 え／ぶん 河出書房新社

今は疎遠になっている幼なじみの晶良と
伯斗。幼い頃、こっそり手に入れた地図を持ち
埋蔵金が眠る幻の村探しに夢中でした。
数年後、伯斗が晶良の前に突然現れ「また
埋蔵金を探そう」と持ちかけます。戸惑いな
がらも探しに行こうとした矢先、伯斗が消息
不明になり、謎の追手が晶良に迫ります。
一緒に困難を乗り越え、謎解きを体験して
みませんか。（塚原）

『ぼくは気の小さいサメ次郎と
いいます』

スーパーや食卓で目にする魚の切り身ですが
それらがどんな姿で海を泳いでいたか想像して
みたことはありますか？
この絵本では、サケやカレイといったおなじ
みの魚介料理を、完成品→調理中→解体前の姿
の順に、丁寧なイラストで紹介しています。
私たちが食べていたのは、この部分だった
のか！と知識が深まる一冊です。（山本）

『10 代からの社会学図鑑』
クリス・ユール＆クリストファー・ソープ／著
ミーガン・トッド／監修 田中真知／訳 三省堂

岩佐めぐみ／作
高畠純／絵 偕成社

小心者のサメ次郎は、怖い顔のせいで友だち
ができません。

「社会学」という文字列を見て、具体的にど
ういう学問なのかを想像したことはあります

あるとき郵便配達員の落とした手紙をひろ

か？大学に進学して初めて出会うものだと思っ

ったことで、カメ次郎と知り合いますが、なぜ

ている人、自分とは関係無いと思っている人が

かサメ次郎を怖がりません。はたしてサメ次郎

多いかもしれません。

は友だちができるのでしょうか？
なかなか一歩を踏み出せないサメ次郎にハ
ラハラ・ドキドキさせられます。
一通の手紙からはじまる、海の動物たちのこ
ころあたたまるお話です。
（渡邉）

しかし、社会学者たちが取り扱う問題は、教
育や貧困など、私たちの普段の生活の中から見
つかるものがほとんどなのです。
少しでも気になった人は、まず、この本を開
いてみてください。きっと、あなたの視野が広
がることでしょう。（島倉）

定例会のご案内
案内

絵本やおはなしを
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
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
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
おはなしのじかん
★赤ちゃん（０から２歳）と保護者
保護者向け
毎週土曜日 午前 10 時 30 分から
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
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
祝日を除く

毎週日曜日 午前 10 時 30 分から
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
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
豊栄図書館応援団）

赤ちゃんタイム
ちゃんタイム
「赤ちゃんタイム
ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さな
お子さんをお連れの
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
チラシをご覧ください！

赤ちゃんタイム
ちゃんタイム
「赤ちゃんタイム
ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さな
お子さんをお連れの
れの方が、図書館で気楽
に過ごせる時間です
です。

職員によるおはなしのじかん
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
第２土曜日

午前 11 時から 11 時 30 分
（こんぺいとう
こんぺいとう）
＊2 階 和室にて＊
和室
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TEL:025-387-1771 FAX:025-259-7331
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