「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。

北区の図書館は、蔵書点検のため下記の期間に休館します。
これにあわせ、３週間の貸出を行います。
寒い冬、いつもより長い間、ゆっくり読書をお楽しみください。
蔵書点検は、本を安心して探して借りていただくため、データどおりに
本棚に現物があるかどうかを確認する作業です。

豊栄図書館

松浜図書館
※

休館日

３週間貸出

1 月 22 日（水）

1 月８日（水）

〜 1 月 29 日
（水） 〜 1 月 21 日（火）
2 月５日（水）

1 月 22 日（水）

〜 2 月 12 日（水） 〜 2 月４日（火）

返却ポストには、図書・雑誌はいつでも返すことができますが、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープなどと
市外の図書館から取り寄せた資料は返すことができませんのでご注意ください。

※

休館中、電話・メールによる予約、貸出期間の延長、調査相談などはお受けできません。
開館している図書館をご利用ください。

１〜３月の
イベント情報

冬のふしぎなおはなし会
日時：１月１８日（土曜）
午後２時から３時３０分
場所：豊栄図書館 集会室
対象：幼児から
参加費：無料
定員：先着３０名（申し込み不要）
※お子さまにはプレゼントもあります！

主催：おはなしの泉

野菜作り講座「初心者でもよくわかる野菜作り」
わたる

農文協の三浦 渉 氏を講師にお招きし、野菜作りに関するＤＶＤの上映などを行います。
日時：２月２９日（土曜）午後２時３０分から３時４０分
場所：豊栄図書館 集会室
対象：一般
参加費：無料
定員：先着２０人
申込み方法 ２月５日（水曜）午前１０時から豊栄図書館に電話（０２５−３８７−１１２３）

「わくわく読書会」テーマ作品『注文の多い料理店』（宮澤賢治著）
日時：３月８日（日曜）午後１時３０分から３時３０分
場所：豊栄図書館 集会室
対象：どなたでも
参加費：無料
定員：２０名（申し込み不要）

主催

豊栄図書館応援団

「古い雑誌をお分けします」
保存期限の過ぎた雑誌（主に平成２９年）を無料で配布します。冊数制限はありません。
どの雑誌が出るかはお答えできません。なくなり次第終了します。

豊栄

日時

２月１９日(水曜)から２月２６日(水曜)

会場

豊栄図書館１階

松浜

日時
会場

２月７日(金曜) 午前１１時から午後３時
北地区公民館２階 講座室

円形廊下

『学校に行きたくない君へ』

『万葉の人びと』
犬養 孝／著 ＰＨＰ研究所

全国不登校新聞社／編
ポプラ社

万葉集研究の第一人者である著者が、３７回

不登校・引きこもりを経験した人たちが、誰

にわたりＮＨＫから全国放送したものを文字

かのためではなく、自分が話を聞きたい人に取

にまとめたもので、気軽に読めます。

材するという決まりのもと、荒木飛呂彦・樹木

第１０回では、実の兄弟で不仲説のある大海

希林・西原理恵子・高山みなみ・羽生善治…な

皇子と天智天皇の面前で、その時は前者の元妻

どにインタビューした記事から 20 名分をまと

で後者の妻という微妙な立場の額田王が詠ん

めた本です。

だあの有名な「あかねさす 紫野行き 標野行き
…」と、それに答えた大海皇子の意味深な歌が

心を軽くするヒントが、見つかるかもしれま
せん…。（小田）

当時の時代背景と３人の複雑な関係も交えて
わかりやすく解説されています。
（池田）

『はたらきものの
じょせつしゃけいてぃー』

『菜の子ちゃんと龍の子』

富安 陽子／作
ＹＵＪＩ／画

バージニア・リー・バートン／ぶんとえ

福音館書店

いしい ももこ／やく 福音館書店

もしも、ある友達のことを自分以外の誰も覚
えていないとしたら…？
お祭りの前日、突然トキ子の前に現れた転校
生の菜の子ちゃん。その丸めがねの女の子と秘

10 年以上も前の冬のことです。3 歳位の男の
子を連れたお母さんに「車が大好きなこの子に向
く本はないか」と尋ねられ、お薦めしたのが『は
たらきもののじょせつしゃけいてぃー』です。

密の約束をしたことから、トキ子は龍の子や天

春めいてきたころ、来館されたお母さんに挨拶

狗や鬼に出会う大冒険に巻き込まれます。でも

をしたら、3 か月間『けいてぃー』を読まされ続

そのお祭りの後、菜の子ちゃんは…。

けたと教えて下さいました。彼は、毎日毎日「ち

神出鬼没な菜の子ちゃんが日本各地に現われ

ゃっ！ちゃっ！ちゃっ！」
（けいてぃーの排気音）

てピンチを切り抜ける、日本全国ふしぎ案内シ

と言いながら、頼もしいけいてぃーが、じぇおぽ

リーズ第１巻。最後にお話の舞台となっている

りすの街を力強く除雪する姿を楽しんでいたの

場所の解説があります。
（石栗）

ですね。うれしいお話でした。（関）

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
毎週日曜日 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
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」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

職員によるおはなしのじかん

「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＊
１月３０日は箏とコラボをするスペシャル版！
午前１１分から正午までです。

★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

２月はお休みです

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
：2020 年 1 月
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.niigatacitylib.jp/

