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平成３０年は図書館開館１００周年
あなたのそばにいつも図書館

１ｐ

イベント報告≪写真・絵画・ポスターなど…さまざまな展示会を
開催しました！≫
２ｐ 第 1 特集：ホッと一息 本と一息
３ｐ 第 2 特集：はじまりました！ エクスチェンジ展示
４ｐ １０月～１２月の行事案内

ささぽんツブヤキ
ようやく暑い夏が終わり、
過ごしやすい秋に
なりましたね。
読書を楽しみましょう！

～イベント報告～

写真・絵画・ポスターなど…

さまざまな展示会を開催しました！
互尊文庫
「長岡空襲写真・体験画展示」
長岡戦災資料館が所蔵する長岡空襲の写真と体験画
（複製）を１階ロビーに展示しました。７月は写真、８
月は体験画を展示し、それぞれの期間の中旬には、展示
作品の入れ替えも行いました。「火を吹く互尊文庫の書
庫」などの体験画や、戦前・戦後の互尊文庫の写真もあ
り、多くの方がご覧になっていました。
（2018 年７月 1 日～８月２９日開催）

西地域図書館
「信濃川写真展」
西地域図書館では特色資料の「信濃川」にちなんで、毎年
信濃川河川事務所で行われている「信濃川・大河津分水写真
コンテスト」の前年度入賞作品を展示しています。今年は夏
休み期間中の開催となり、たくさんのお客さまが足をとめ
て、魅力的な信濃川の写真をご覧くださいました。人気投票
では、長岡のシンボルである長生橋の写真に多くの票が集ま
りました。
（2018 年８月１日～８月２９日開催）

北地域図書館
「新潟県花火大会ポスター展」
北地域図書館では毎年「花火大会ポスター展」を開催しています。
今年は県内各地でこの夏開催の花火大会ポスターを収集し、館内に
展示しました。一堂に展示した色鮮やかな花火ポスターを見比べる
方の姿がたくさんみられました。実際に鑑賞した花火大会のことな
ども思い出していただけたと思います。
（2018 年８月 1 日～８月２９日開催）

『やまとなでしこお茶はじめ』
596.7 ヤ 辰巳出版
身近な飲み物である日本茶。飲むとなぜかホッと
しますが、その秘密はどこにあるのでしょう？
本書を読むと、お茶について知っているようで知
らなかったことが多々あることがわかり、その奥深
さに引き込まれます。
忙しい毎日にちょっとした息抜きをもたらして
くれるお茶。さあ、この辺で一服しませんか？

『おじいちゃんとパン』
726.6 タ たな／え・ぶん
パイインターナショナル
おじいちゃんが食べるパンはいつもおいしそう。
こんがり焼いた食パンにバターをぬってイチゴジ
ャムをたっぷり。あんこの時はきなこもかけます。
その甘いパンを楽しみにしているのが、孫の「ちび
すけ」
。この小さい「ちびすけ」はしだいに成長し、
おじいちゃんはだんだん年をとります。けれど相変
わらず「ちびすけ、食べたいのか。しかたねえな」
と、そのやり取りはとても温かくほっこり。穏やか
でホッとする絵本です。

『園芸家の一年』
620.4 チ カレル・チャペック／著
飯島 周／編訳 恒文社
木々の緑や草花を目にするとホッとしません
か？紅茶好きには紅茶店の名前としても知られる
カレル・チャペック。彼が園芸家としての一年を
綴ったこのエッセイには、植物への愛情と、彼ら
しい皮肉を含んだユーモアがたっぷり詰まってい
ます。
温かい紅茶を片手に、楽しんでみてはいかがで
しょう？

『漢方小説』
913.6 ナ

中島

たい子／著

集英社

疲れたな、何か心がモヤモヤするな…。そんな時
には、こんな小説はいかがでしょうか？体調不良に
なり、その原因を探すうちに漢方診療所に辿り着い
た主人公・みのりが、ゆるゆると周りの人々や自分
の体と向き合っていく物語です。
ふわりとした不思議な味わいの文章で、読んでい
くうちに疲れた心が少しずつ解けていきますよ。

『Hidden Gardens of Japan
日本の秘庭』
629.2 ラ ジョン・ランダー／著
IBC パブリッシング
著者は日本を拠点に活躍するフリーランスのフォ
トグラファー。紹介されているのは京都や鎌倉のお
寺の秘庭や東京の回遊式日本庭園などです。これら
の庭園はあまり知られていないため、静かで落ち着
けます。１ヵ所につき 1～2 枚の写真の掲載と英語
と日本語両方の解説があります。
本を見てホッと一息、実際に訪れることができた
なら、再びホッと一息つけることは間違いありませ
ん。

『今日も一日きみを見てた』
914.6 カ

角田

光代／著

KADOKAWA

角田家にやって来た、小さくてふわふわのアメリ
カンショートヘアの女の子、その名もトト。本書は
角田さんの愛猫トトの観察日記です。人間のごはん
をつまみ食いしたのを見つけて怒ったり、初めて見
る猫の「ふみふみ」について考察してみたり…やん
ちゃで気まぐれで目が離せない、そんな猫との暮ら
しを知ることが出来ます。
トトがどうして角田家に来ることになったのか、
その理由にジーンとしてしまいます。

はじまりました！

中央図書館所蔵の新書と、各地域図書館の特色資料を入れ替えて展示するエクスチェンジ展示を開催中です。
各地域図書館の特色資料の中から、イチオシの 1 冊をご紹介いたします！
●10 月 2 日(火)～11 月 29 日(木)まで中央図書館に地域図書館の特色資料が大集合！
●中央図書館所蔵の新書は下記の日程で地域図書館に展示されます。
10 月 6 日(土)～11 月 5 日(月)
11 月 10 日(土)～12 月 12 日(水)
南地域図書館・北地域図書館

中之島地域図書館・栃尾地域図書館・寺泊地域図書館

『トットちゃんとソウくんの戦争』1/916 ク

黒柳

徹子・田原

総一朗／著

※互尊文庫・西地域図書館の展示は
10 月 1 日(月)で終了しました。

講談社

互尊文庫 選

テレビ番組への出演も多い２人はいまや少数派になってしまった「戦争を知っている世代」です。この本は私たち
に戦争体験を語り、平和の大切さを理解してもらう目的で書かれたもの。７３年間、平和な日本でしたが、常に日本
の行く末を案じ、テレビに出ることは平和につながると精力的に活動する姿は心打たれるものがあります。未来の子
どもたちに平和な世界を残したいと願わずにはいられません。

『語り継ぐ長岡の伝説』
ﾑ/388.1 カ 長岡民話の会（青柳

保子／編集・発行責任者）

長岡民話の会

西地域図書館 選

長岡で活動する昔話語りのサークル「長岡民話の会」発行の伝説集です。本書は、長岡に残る伝説を語りならでは
の土地の言葉そのままの文体で、どこか懐かしさも感じながら読むことができます。また、紹介されている伝説のゆ
かりの地をめぐることが出来るように、
「長岡の伝説マップ」と、アクセス方法も記載されています。本を読むとと
もに、各伝説の地に足を運んでみてはいかがでしょうか。

『おうちでカンタン

吉乃川バル』

SA/596 ヨ 中島 有香／料理

村井

勇／撮影

吉乃川

南地域図書館 選

南地域図書館に近い醸造の町・摂田屋地区にある酒造「吉乃川」は、1548 年創業の県内最古の蔵元。その吉乃川
が料理研究家の中島有香さんとタッグを組んで出した日本酒にあうレシピ集です。バルのようなおしゃれで、かんた
んな料理を吉乃川の日本酒と一緒に楽しんでみませんか。日頃からお酒を嗜む方だけでなく、日本酒未体験の女性に
もおすすめです。

『ドライフラワーでつくるリースとスワッグ
G594.8 ク

Kristen／著

インテリアのアレンジメント』

日東書院本社

北地域図書館 選

ドライフラワーを使ったリースやオーナメント、フラワーボックス、スワッグ（花・植物を合わせて束ねた壁飾り）
などの作品を紹介。季節に合わせてセレクトしたドライフラワーを使ったおしゃれな作品の作り方も載っています。
花材に関する特徴も書かれているため、初心者の方でも参考にしやすいと思います。長く楽しめるドライフラワーで
素敵な作品を作ってみませんか。

『凧大百科』

ﾀｺ/759.0 ヒ 比毛

一朗／著

美術出版社

中之島地域図書館 選

凧について調べるのに便利な 1 冊です。日本や世界の凧、凧の歴史について詳細に解説されています。特に日本
の凧については、各県ごとに分かれ、各地の凧の形状やその由来、凧合戦で歌われる民謡まで幅広く知ることができ
ます。もちろん新潟県内の凧についても掲載されています。かなりの厚さ、重さの本ですがぜひ一度手に取ってご覧
ください。

『北前船、されど北前船』

ﾌﾈ/683.2 ホ

北国

諒星／著

北海道出版企画センター

寺泊地域図書館 選

日本海沿岸の寄港地で、各地の特産物の相互流通や経済活動を高め、文化交流なども盛んにした北前船。その北前
船の一般的な特徴はもとより、夢や冒険といった浪漫や、活躍をした豪商・船主の生き方、北前船が関わった密貿易
など、より深く掘り下げた内容になっています。北前船について知らない人も詳しく知ることができ、読み進めてい
くうちに興味が湧いてきますよ！

『錦鯉 A～Z』

ｺｲ/666.9 ニ 新日本教育図書

栃尾地域図書館 選

本書は、日本の錦鯉の品種、飼育法、歴史、病気などを分類して掲載しています。錦鯉についてのほとんどの知識
を詰め込んだ教科書の様な内容で、これから錦鯉を飼う又は鑑賞する人におすすめです。カラー写真が多く掲載され
ており、索引もついているので調べたい事柄から引くことができ、便利です。錦鯉に興味のある方は是非一度ご利用
下さい。

１０月～１２月の行事案内
互尊文庫
「読者のつどい」
・１０月２６日（金）
『日の名残り』 カズオ・イシグロ/著
・１１月２３日（金・祝）
『月の満ち欠け』 佐藤 正午/著
・１２月２１日（金）
『約束の海』 山崎 豊子/著
時間：各回午後７：００～８：００
場所：互尊文庫 １Ｆ児童室
対象：一般（申込み不要）

西地域図書館
「ぽんっ！とむかしばなし」
・１０月１４日（日） ・１１月１１日（日）
・１２月９日（日）
時間：各回午前１１：００～１１：３０
場所：西地域図書館
１Ｆたたみのコーナー
内容：長岡民話の会による昔話の語り。
「ペーパーウェイトをつくりましょう」
・１０月２７日（土）
時間：午後２：００～３：３０
場所：大島コミュニティセンター
２Ｆ工作室
対象：小学５年生以上（小学生は保護
者同伴）
定員：先着１２名
持ち物：はさみ
内容：小石にデコパージュをしたペー
パーウェイトを作ります。
申込み：１０月１２日（金）午前９：３０～
西地域図書館窓口または電話

寺泊地域図書館
「寺泊エコブックスフェア」
・１１月３日（土・祝）
時間：午前１０：００～午後３：００
場所：寺泊文化センター 1Ｆロビー特設
会場
※当日午前９：００より整理券を配布し
ます。本を入れる袋をお持ちください。

長岡市立地域図書館（７館）

南地域図書館

★詳しいことは、各地域図書館
へお問合せ下さい。

中之島地域図書館

「Coffee meets Books」
・１１月１日（木）
時間：午後７：００～９：0０
場所：南地域図書館 閲覧スペース
対象：高校生以上
定員：先着１６名 参加費：1,０００円
内容：初心者向けにコーヒーの楽しみ方
を学ぶセミナーを行った後、コー
ヒーをテーマにした本を紹介。
申込み：１０月１３日（土）午前９：３０～
南地域図書館窓口または電話
「長岡農業高校出張園芸教室
～苔玉の作り方～」
・１１月１７日（土）
時間：午前 10：３０～１２：００
場所：南地域図書館 厚生室
対象：小学生以上（小学１・２年生は保
護者同伴）
定員：先着１０名 参加費：1,０００円
持ち物：エプロン、タオル
内容：長岡農業高校の先生と生徒の皆
さんの指導による苔玉作り。
申込み：１０月２７日（土）午前９：３０～
南地域図書館窓口または電話

「図書館バッグを作ろう」
・１１月１０日（土）
時間：午後２：００～４：００
場所：中之島文化センター ２Ｆ多目的
室ＢＣＤ
対象：どなたでも（小学２年生以下は保
護者同伴）
定員：先着１５組 参加費：２００円
内容：無地のトートバッグに布用クレヨン
等の画材で絵を描き、オリジナル
の図書館バッグを作ります。
申込み：１０月２７日（土）午前９：３０～
中之島地域図書館窓口または
電話
「迎春ミニ凧展示」
募集期間：１１月１７日（土）～１２月２２
日（土）
対象：どなたでも 定員：先着３０名
※中之島地域図書館窓口にて専用の
応募用紙を配布します。
展示期間：１月４日（金）～３０日（水）
場所：中之島地域図書館
内容：応募作品をミニ凧にして館内に展
示し、終了後にプレゼント。

北地域図書館

栃尾地域図書館
「組子行燈作り」
・１０月２８日（日）
時間：午後２：００～３：３０
場所：栃尾文化センター ２Ｆ学習室
対象：高校生以上
定員：先着１５名 参加費：５００円
内容：木枠を組んだ後に障子紙を貼り、
行燈を作ります。
申込み：１０月１４日（日）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話

「みにみに上映会」
・１０月１５日（月）
時間：午後３：００～４：０５
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：「めぐみ」「長岡の侍～米百俵～」
・１２月１７日（月）
時間：午後３：００～４：１５
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：「綾小路きみまろ 爆笑！最新ラ
イブ名演奏～きみまろさん、それ
は言いすぎです！～」

「DVD 上映会」
・１１月１１日（日）
時間：午前１０：００～午後３：００
場所：栃尾文化センター ２Ｆ和室
内容：「米百俵 小林虎三郎の天命」他
開館時間
★印/午前 9：30～午後 8：00 （互尊文庫学習室は午後 7：00 まで）
休館日…毎週木曜（祝日と重なるときはその翌日)
毎月末(土・日曜日と重なるときは開館)
※12 月 29 日（土）～1 月 3 日(木)は年末年始の休館
☆印/午前 9：30～午後 7：00
休館日…毎週月曜（祝日と重なるときはその翌日）
・毎月末
※12 月 29 日（土）～1 月 3 日(木)は年末年始の休館

★互尊文庫 940-0065 坂之上町 3-1-20 TEL35-7981 FAX35-7982
★西地域図書館 940-2105 緑町 3-55-41 TEL27-4900 FAX27-4901
★南地域図書館 940-1103 曲新町 566-7 TEL30-3501 FAX30-3505
★北地域図書館 940-0876 新保町 1399-3 TEL22-7100 FAX22-7105 図書館 HP https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp
☆中之島地域図書館 954-0124 中之島 3807-3 中之島文化センター内 TEL61-2165 FAX66-1003
☆寺泊地域図書館 940-2502 寺泊磯町 7411-14 寺泊文化センター内 TEL75-5159 FAX75-3109
☆栃尾地域図書館 940-0222 中央公園 1-36 栃尾文化センター内 TEL53-3005 FAX86-5868

