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イベント報告≪地域に密着したイベントを開催しました！≫
特集：あまいひととき
連載：今、読みたい！ 今、読んでほしい！ 旬の本【第 1 回】
１月～3 月の行事案内

ささぽんツブヤキ
あけましておめでとう
ございます！
今年もたくさんの本との
出合いがありますように♪

～イベント報告～

地域に密着したイベントを開催しました！

寺泊地域図書館
「寺泊地域探訪」

戊辰戦争 150 年という節目の年に合わせ、越後長岡百景
の一つでもある「汐見台」に行きました。汐見台までの道の
りを、地域の歴史や自然に触れながら散策した後、汐見台に
て寺泊沖海戦で沈没した順動丸の遺品を見学。小学生から年
配の方まで幅広い年代の参加がありました。
「寺泊の歴史に興味をもった」「天候もよくて、気持ちよ
かった」などの感想もあり、参加された方々は大満足の様子
でした。
（２０１８年１０月１４日開催）

栃尾地域図書館
くみ こ あんどん

「組子行燈作り」

建具屋の廣田さんを講師に招き、「組子行燈作り」を行いました。
この日のために用意していただいた 3 種類のデザインの枠を 4 面組
み合わせ、オリジナルの行燈を制作。組み合わせ方のコツをつかん
でくると、皆さんとても嬉しそうな様子でした。無事に行燈が完成
し、ＬＥＤライトを点灯した時には思わず歓声があがりました。
（2018 年１０月２８日開催）

『大人のほろ酔いチョコレート』
596.6 タ 高橋 里枝／著 誠文堂新光社

大人が自分で、あるいは誰かと一緒に〝大人の時間″を楽しむためのチョコレートのレシピ本で
す。紹介されているチョコレートはお酒が入っているもの、もしくはお酒と合わせて食べることを想定し
て作られています。しかもお洒落なのに、市販の板チョコと身近な材料だけで作れる手軽さが
嬉しい。バレンタインデーのチョコレート菓子作りに参考にされてはいかがでしょうか。

『お菓子手帖』

913.6 ナ 長野まゆみ／著 河出書房新社

50～60 歳代の特に女性にとっては、誰もが食べた懐かしいお菓子の
数々とそれにまつわる思い出のお話です。当時、流行したお菓子の名前を聞
いただけで、若き日の記憶がよみがえるのは、なんとも不思議な心持ちです。そ
れは忘れられない甘いひとときだったかもしれません。

『ウィニー・ザ・プー』
933.7 ミ A.A.ミルン／著 阿川佐和子／訳 新潮社

甘いといえばはちみつ、はちみつといえば…クマのプーさんです。はちみつを狙って木から落ち、
「すべては、
僕がハチミツを好きすぎるってことがいけなかったんだな」と長くは続かない反省をするプーの愛らしさや、仲
間たちとのとぼけた会話に心がほんのり甘くなります。あまりにも有名なプーですが、原作を読んだことがな
いという人も多いのでは？こちらは 2014 年に刊行された阿川佐和子訳。おなじみの石井桃子訳
と比べてみるのもまた楽しいですよ。

『本格小説』上・下

913.6 ミ 水村 美苗／著 新潮社

軽井沢を舞台にした重厚な恋愛小説です。幼い二人が初めて心を許し合えた時の
匂い立つような場面の美しさ、また主人公・東太郎の「ずっと殺したかった」というセリフは
本なのに声が聞こえたような気がしました。実話のような話で、まさしく深い「本格小説」
。
すそ野が広く上巻が長く感じるかもしれませんが、それに続く下巻は展開が早いので時間を
忘れて読んでしまいます。

『I Love You の訳し方』
902.0 モ 望月 竜馬／著 ジュリエット・スミス／絵 雷鳥社

「I Love You」を「月が綺麗ですね」と訳した夏目漱石、「死んでもいいわ」と訳した二葉亭
四迷。直訳すると「私はあなたを愛す」ですが、あなたならどう訳しますか。著者は「もっともロマンチックな
言語は日本語である」と本書の中で言っていますが、確かにそうかもしれません。
「I Love You」という、たった 8 文字のアルファベットに込められた、100 人の作家たちの 100 通
りの愛の言葉をお楽しみください。

『絵本からうまれたおいしいレシピ

[1]』

596.6 エ きむら かよ・晶子・鳥越 美希／レシピづくり 宝島社

子どもの頃に読んでもらったお話で、甘い香りさえ漂ってくるようなお菓子の描写に心をとき
めかせたことはありませんか？
この本は、『ぐりとぐら』のカステラや『ももたろう』のきびだんご、『モモ』のホットチョコレート
といった、誰もが一度は読んだことのあるお話のキーになる、美味しそうなお菓子や料理のレシ
ピを紹介するもの。子どもの時に想像した香りや味を、ご自宅で簡単に再現できますよ。

今、読みたい！ 今、読んでほしい！

旬の 本
図書館スタッフおすすめの、この時期にピッタリな本をご紹介します。

１月～３月の行事案内
互尊文庫
「読者のつどい」
・１月２５日（金）
『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸/著
・２月２２日（金）
『津軽』 太宰 治/著
・３月２９日（金）
『マチネの終わりに』
平野 啓一郎/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）
「折り紙でおひなさまを作りましょう」
・２月９日（土）
時間：午後２：００～３：００
場所：互尊文庫 １Ｆ児童室
対象：小学生以上
定員：先着１０名
内容：折り紙でおひなさまを折って色紙
に貼り、ひなかざりを作ります。
申込み：１月２６日（土）午前９：３０～
互尊文庫窓口または電話。

栃尾地域図書館
「昔ながらの布ぞうり作り」
・３月１０日（日）
時間：午後１：００～４：００
場所：栃尾文化センター ２Ｆ和室
対象：高校生以上
定員：先着５名
参加費：５００円
持ち物：５本指ソックス、洗濯ばさみ２個
内容：自分の足にかけた紐に布を編み
込んでぞうりを作ります。
申込み：２月２４日（日）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話。

南地域図書館

北地域図書館

「柏露酒造見学会」
・３月１９日（火）
時間：午前１０：３０～１２：0０
集合・解散：南地域図書館
対象：20 歳以上（お酒の試飲あり）
定員：先着１２名 参加費：５００円
内容：柏露酒造の酒蔵を見学します。
申込み：３月２日（土）午前９：３０～
南地域図書館窓口または電話。
※試飲希望の方は公共交通機関を
ご利用ください。

「さっちゃんおばさんの
紙芝居スペシャル」
・１月１９日（土）
時間：午後３：００～３：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：楽しい紙芝居のおはなし会です。

中之島地域図書館
「うちのこねこのこ写真展」
募集期間：１月１２日（土）～２月１１日
（月・祝）
対象：どなたでも
※写真（大きさはＡ４サイズ、出品者１
名につき５枚まで）とコメントを中之島
地域図書館窓口にご持参、もしくはＥ
メールにてご応募ください。写真は写
真展終了後にお返しします。
メールアドレス：
lib.nakanosima@nscs-net.ne.jp
展示期間：２月２０日（水）～３月１７日
（日）
場所：中之島地域図書館
内容：ご応募いただいた猫の写真を館
内に展示します。
「ベビーグッズを作ろう」
・３月２０日（水）
時間：午前１０：００～１２：0０
場所：中之島文化センター ２Ｆ和室
対象：一般 定員：先着１０名
内容：手縫いで簡単にできるベビーグッ
ズを作ります。
申込み：３月２日（土）午前９：３０～
中之島地域図書館窓口または
電話。

長岡市立地域図書館（７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

☆中之島地域図書館

★詳しいことは、各地域図書館
へお問合せ下さい。

「フラワーアレンジメント教室」
・２月９日（土）
時間：午後１：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：中学生以上
定員：１６名（抽選） 参加費：２，５００円
持ち物：花用はさみ、カッター、持ち帰り
用の袋
内容：「春を感じる巣ごもり風アレンジ」
申込み：１月１１日（金）午前９：３０～
２０日（日）まで、北地域図書館
窓口または電話。
・３月９日（土）
時間：午後１：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：中学生以上
定員：１６名（抽選） 参加費：２，５００円
持ち物：花用はさみ、カッター、持ち帰り
用の袋
内容：「春の花のアレンジ」
申込み：２月１０日（日）午前９：３０～
２０日（水）まで、北地域図書館
窓口または電話。

西地域図書館
「ぽんっ！とむかしばなし」
・１月１３日（日） ・２月１０日（日）
・３月１０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。

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)
※2 月 13 日（水）～18 日(月)は特別図書整理期間の休館
（2 月 13 日（水）～15 日（金）は互尊文庫学習室のみ
午前 9：30～午後 5：00 まで開館）
☆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
※2 月 15 日（金）～19 日(火)は特別図書整理期間の休館
図書館 HP

https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp

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

