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たの

イベント報告≪モノづくりを愉しむイベントを行いました！≫
特集：本が読みたくなる本
連載：今、読みたい！ 今、読んでほしい！ 旬の本【第４回】
１０月～１２月の行事案内

ささぽんツブヤキ
10 月 27 日～11 月 9 日は
読書週間です。
お気に入りの本を探しに図書
館へ行きましょう！

～イベント報告～
た の

モノづくりを愉しむ
イベントを行いました！
西地域図書館

「大人のための工作教室」
毎年夏に恒例の「大人のための工作教室」を開催しました。今回は「夏を彩る
フォトフレーム」と題し、貝殻やガラスタイルで飾り付けをしたフォトフレーム
を作製しました。参加された皆さんには、まずフォトフレームの色を選んでいた
だき、それに合わせた貝殻やタイルの色、配置などを考えてもらいました。
皆さんじっくりと考えて、出来上がったものはどれも涼しげで、素敵なものば
かりでした。後日「写真を入れて自宅に飾っている」と図書館に来て教えてくだ
さる方もいらっしゃいました。
（2019 年７月２７日開催）

栃尾地域図書館

「紙すき体験
紙すき工房へＧＯ！」
栃尾地域図書館から車で 20 分程の場所にある、栃尾軽井沢の
サトウ工房で紙すき体験を行いました。いつもは避暑地のような
軽井沢ですが、5 回目の開催となった今回は、真夏に戻ったよう
な暑さの中、大きな桁で和紙を 2 枚、はがきサイズの和紙を 2
枚漉きました。はがきサイズの和紙には、切り抜いた紙で各自好
きな模様を貼り楽しみました。
「念願だった紙すき体験ができた」
と参加者の皆さんにも大変好評でした。
（201９年９月８日開催）
けた

『死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館』
増山 かおり／著 エクスナレッジ 910.6 マ
知っていましたか？東京には文学館と呼ばれるミュー
ジアムが多数あり、入場料が無料の所や、幾らか払えば入
れる所が結構多いのです。本書では、一人の作家とじっく
り向き合うことのできる記念館や様々な作家と出会うこ
とのできる資料館、漫画やアニメ等親しみやすいものま
で、60 館を紹介。展示のポイントはもちろん、併設されて
いるカフェやショップの情報も記載があります。また、全
て写真付きで紹介されているので見ているだけでも想像
が膨らみます。この秋は文学の世界に浸ってみませんか？

『〆切本』
左右社編集部／編 左右社

『野蛮な読書』
平松 洋子／著 集英社
019.9 ヒ
カステラの山を箸で崩して
食べるような野蛮な感じで読
書する著者。本が本を呼び、
そこに過去の自分を絡めて進
めていきます。紹介されてい
る本は、刊行年、分野、作者
なども様々で一見脈絡がなさ
そうですが、作者の生き方や
本に対する敬意は共通するも
のがあります。本書掲載の本
は市内図書館で多数所蔵して
います。ぜひ野蛮な読書に挑
戦してみて下さい。

914.6 シ

原稿が進まない苦しみや編集者との攻防、現実
逃避の方法など、作家や漫画家が書いた「〆切」
にまつわるエッセイ集です。一日が 24 時間であ
るのは誰も同じですが、〆切を前にした過ごし方
は千差万別。着々と迫りくるその日に対する想い
も色々のようで…。夏目漱石、星新一、長谷川町
子に西加奈子。巻末に掲載された著者名は実に
90 人。まずは気になる名前から読んでみて下さ
い。きっとその人の作品を読みたくなりますよ。

『カバー、おかけしますか？
本屋さんのブックカバー集』
出版ニュース社／編 出版ニュース社 024 カ
書店で本を買うとかけてくれるカバー。
最近では袋に
取って代わられ、見られなくなってきてはいますが、大
手の出版社のものやご当地限定ものまでそのデザイン
のすばらしさには目を見張るものがあります。単なるお
代済みのシルシとは思えないクオリティーの高さに美
術的価値を見いだし、蒐集する方々もおいでのようで
す。カバー欲しさに本を買うなんてことにも…。
たかがカバー、されどカバーですが、本を読むきっか
けになればと思います。

『読むよむ書く
迷い多き君のためのブックガイド』
重松 清／著 幻戯書房 019.9 シ
本書は重松清氏が 30 年間で書いた解説の中か
ら 50 本をまとめたものです。作品を読んですっ
かり惚れ込んで書いたという重松氏の解説は、
「そんなに深く読むのですか」と感心させられる
とともに、作品と著者の魅力を最大限に伝えてく
れます。
作品をこれから読む方にも読んだことのある
方にもおすすめしたい一冊です。

今、読みたい！ 今、読んでほしい！

旬の本

第４回

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。

１０月～１２月の行事案内
互尊文庫
「読者のつどい」
・１０月２５日（金）
『みかづき』 森 絵都/著
・１１月２２日（金）
『破戒』 島崎 藤村/著
・１２月２７日（金）
『ファーストラブ』 島本 理生/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１３日（日） ・１１月１０日（日）
・１２月８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。
「ジュエルソープを作りましょう」
・１１月２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
定員：先着１０名 参加費：５００円
持ち物：カッター、はさみ、タオル
内容：透明なグリセリンソープを使って、
宝石のような石鹸を作ります。
申込み：１０月１８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＆エコ工作」
・１１月３日（日・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９：３０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。
また、午前１０：３０～１２：３０まで、
香り付きのしおりを作る「エコ工作」を
同時開催します。（先着４０名）

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

「醸造の町摂田屋歴史さんぽ」
・１０月２６日（土）
時間：午前９：４５～１２：３０
集合・解散：南地域図書館
場所：機那サフラン酒本舗、吉乃川など
対象：２０歳以上
定員：先着１５名 参加費：３００円
内容：摂田屋地区を解説付きで散策し
ます。（お土産あり）
申込み：１０月１２日（土）午前９：３０～
南地域図書館窓口または電話
※歩きやすい靴・服装での参加をお願
いします。お酒の試飲希望の方は公
共交通機関をご利用ください。
「長岡農業高校出張園芸教室
～苔玉の作り方～」
・１１月１６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１９日（土）午前９：３０～
南地域図書館窓口または電話

栃尾地域図書館
「昔ながらの布ぞうり作り」
・１０月２７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１０名 参加費：５００円
持ち物：５本指ソックス、洗濯バサミ２個
内容：自分の足の指にかけた紐に布を
編み込み、布ぞうりを作ります。
申込み：１０月１３日（日）午前９：３０～
栃尾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１６日（土）～
１２月１５日（日）
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（土）～３０日（木）
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します。

北地域図書館
「フラワーアレンジメント教室」
・１１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：３,０００円
持ち物：花用はさみ、カッター、袋
内容：「クリスマスリース」
申込み：１０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。
「大人のための絵本セラピー®」
・１１月４日（月・振休）
時間：午前１０：３０～１１：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：２０歳以上 定員：先着１０名
内容：絵本の読み聞かせを通して自分
を見つめるワークショップ。
申込み：１０月１４日（月）午前９：３０～
北地域図書館窓口または電話
「はじめての針しごと
～ティッシュケースを作りましょう～」
・１１月１６日（土）
時間：午前１０：００～１１：００
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：一般 定員：先着１０名
持ち物：針、糸、布切りばさみ、定規
内容：折りたたんで簡単に縫うだけの
ティッシュケースを作ります。
申込み：１０月２８日（月）午前９：３０～
北地域図書館窓口または電話

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（日）～1 月 3 日(金)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（日）～1 月 3 日(金)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

