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図書館の窓から
『日本の美しい庭園図鑑』

長岡市立中央図書館
館報 №168

『イモムシ偏愛記』

大野 暁彦、鈴木 弘樹／著
エクスナレッジ

吉野 万理子／著

光文社

緑
なぎ

日本全国には、各地に美しい庭園がありま

緑いっぱいに広がる庭で 15 歳の少女・凪は、

す。どの庭園も歴史あるものばかりで、今も

思いがけずモンシロチョウの幼虫に出会いま

美しい景観を残し私たちを楽しませてくれま

す。つまりイモムシ！虫嫌いな凪は、不純な動機

す。この本では、著者選りすぐりの庭園を美

もあってイモムシを世話することを決心します

しい写真と共に、その歴史や楽しみ方を紹介

が、虫たちの世界を知れば知るほど愛おしく思

します。県内からは、関川村の「渡辺氏庭園」

うようになり、様々な出来事を通じて少女自身

が紹介されています。

も成長していきます。

『はじめての粘土アートⅡ
半日でできる可愛い四季の花』

『園芸家の十二ヶ月』
カレル・チャペック／著
栗栖 茜／訳 海山社

牛嶋 君子／著

熱心な園芸家だったことでも有名です。庭仕事
の苦労と喜びとが独特のユーモアをまじえて
描かれ、チャペックの自然への大きな愛を感じ

柔らかな日差しが届き、自然の緑が恋しい季
節になりました。今回は、様々なジャンルから

緑に関する本をご紹介します。
チェコの国民的作家カレル・チャペックは、

芸術新聞社

華道の指導者である著者は樹脂粘土工芸と出
会い、植物を粘土で作り始めました。リアルで
美しく、緻密に表現されています。本書では四
季の花から山野草まで、写真を用いて作り方を
紹介しています。枯れない植物を自分の手で創

ることができます。兄ヨゼフによる挿絵も楽し

りあげてみませんか？

い一冊です。

※Ⅰ～Ⅲのシリーズ本のⅡになります。

＊このページで紹介した本は、中央図書館一般コーナー入口付近に展示しています。ぜひご利用ください！

子どもに関わるすべての方をサポート！

子育て中のお父さんお母さん、サポートする祖父母の方、保育
現場で活動する方など、子どもに関わる幅広い方の参考になる
本を集めたコーナーがあります。出産・育児・保育などの子育て
情報をお求めの方はこちらを覗いてみてください。
例えばこんな本――

「名づけ」「離乳食」「しつけに関するお悩み相談」

雑誌コーナー奥の壁沿いにあります

「幼児教育」「パネルシアター」「室内遊び」 など
子どもたちを育て導くのは大人の仕事。皆さんがいろいろな
情報を参考により良い子育てができるよう、図書館も多様な本
を用意し応援致します！
目印は背表紙の
ピンク色シール

★雑誌コーナーには――
『AERA with Kids』
（朝日新聞出版）
『かぞくのじかん』(婦人之友社)
『月刊クーヨン』
（クレヨンハウス）
『ほいくあっぷ』
（学研教育みらい） など

『ママとパパの

『0 歳から楽しめる

はじめての妊娠・出産事典』
最新版
藤井 知行／監修
鮫島 浩二／監修

ふわふわタオルあそび』
松家 まきこ／著
学研教育みらい

朝日新聞出版
ふたりで挑むはじめての出産

身近で安全なタオルを使って

をサポート。１冊で広く悩み

お子さんと一緒に遊んでみま

を解決できる本です。

せんか？

「ベビーパック」
図書館司書が選んだおすすめ絵本を３冊セットで
手提げ袋にてご用意しています！
「赤ちゃんに絵本を読んであげたいけれど、どんな本がよいかわからない」
「ゆっくり選べないから、なるべく手短に本を選びたい」
そんな皆さんの疑問や要望にお応えしたのが、このパックです。
お父さんお母さんだけでなく、お孫さんのお世話をするおじいちゃん
おばあちゃんにも広く好評です。
「たべもの」
「のりもの」などのテーマ
ごとに袋に入っているので、時間がなくてもサッと選べます。絵本選び
に迷ったら、ベビーパックをどうぞ！

＊中央図書館では貸出カウンターと児童コーナーにあります。
★ベビーパックは地域図書館でも実施中（大河津地区図書室を除きます）

市史双書最新刊！『新潟県産業博覧会

長岡博の開催と戦災復興･産業振興』

文書資料室だより

郷土のあゆみを歴史資料から探る長岡市史双書

ならではの「雪の科学館」、当時の科学の粋を集め

は、市史編さん事業が行われていた平成元年（1989）

た「科学技術館」等の展示、夜間開場に踏み切った

から刊行されています。最新刊の No.59 は、
『新潟

経緯、会場となった神田小学校の復旧までの経過

県産業博覧会

等、長岡博に関する記事を幅広く収録しています。

長岡博の開催と戦災復興・産業振

興』です。

戦災復興、産業振興に向けて邁進する当時の長岡

新潟県産業博覧会は、昭和 25 年（1950）７月 20

の貴重な記録ですので、是非ご覧ください。文書資

日から８月 31 日までの 43 日間、現在の神田小学校

料室・中央図書館にて販売しています。お気軽にお

付近をメイン会場として開催されました。通称は長

問い合わせください。

（安達良平）

岡博。市制施行 45 年・戦災復興５年の周年事業と
長岡市史双書№59

して実施されました。
長岡博は、長岡市民の戦災復興にかける気概を県

『新潟県産業博覧会

内外にアピールする博覧会でした。また、長岡が戦

長岡博の開催と
戦災復興・産業振興』

災復興から産業振興へとさらにあゆみを進めるた
めの起爆剤となることを企図した博覧会でもあり
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頒布価格

ました。
本書では、設置された展示館の見どころ、運営の
舞台裏、事後処理等について、歴史公文書・写真・

1,500 円

頒布場所
文書資料室

☎0258-36-7832

中央図書館

☎0258-32-0658

新聞などを用いて紹介します。豪雪地域である長岡

中央図書館所蔵資料紹介 №164 中沢雪城 書
窓下日長多得睡 樽前花老不供詩

中沢雪城（不明～1866）は、長岡藩士の家に生まれました。名は俊卿、雪城
は号です。ある時、藩が決定する遊学者に選ばれなかったことから、一念発起
して脱藩、江戸へ行き書家を志しました。そして越後出身の大家・巻菱湖に師
事し、いつしか自身も門弟三千人を数える程に出世します。のちに藩から所望
され長岡に戻ってくると、雪城の書は藩士だけでなく町人や豪農らの手本とさ
れ、河井継之助もまた雪城の書法に学びました。
雪城には、「千枚書き」と称し千枚の書を方々に贈ったり、「千字文」を大衆
の前で紙面にピタッと納めて書くなど、豪快な逸話が伝わります。
今回紹介する書は、南宋の詩人・范成大（石湖居士、1126～93）の七言律詩
「春晩」の一節です。年老いて田園に暮らす人の、とある春の夕暮れのひとこ
まを歌っています。

雪城居士

「窓の下で日がな一日うとうとしているうち、酒樽の前に咲いていた花が散
ってしまった。こうなっては、題材がなく詩をつくることはできないなぁ。
」
春の宵に、老いた我が身と向き合い、さびしくも気楽な花見酒の様子が浮か
んできます。
真行草の書体を自在にあやつる雪城の、流麗な筆づかいが際立った一幅です。

（小熊よしみ）
☆ ４月 1 日（水）～４月 29 日（水・祝）中央図書館エントランスギャラリーで展示します。

新型コロナウィルス感染拡大の状況により中止・変更
する場合があります。ご了承ください。

中央図書館 イベント ・ おしらせ ４月～６月
長岡市子ども読書活動推進計画関連講座

映画会
入場無料・申込不要 2 階講堂

初心者向け

開場は上映開始時間の 30 分前です。

読み聞かせ講座

ビバ！マリア

4/14(火)
14：00～16：05

1965 年/フランス・イタリア(117 分)
こどもの読書週間映画会

ご家庭で読み聞かせをしている方や、学校
などで読み聞かせを始めた方に向けて、絵本
の選び方や、読み方などのちょっとしたコツ
をお話します。ぜひご参加ください。

4/26(日)
14：00～15：00

ぼくは王さま
しゃぼんだまとにちようび
2013 年/日本（55 分）

日時：5 月 16 日(土)午前 10 時〜11 時 30 分
講師：高橋 啓美（当館嘱託司書）
会場：中央図書館 2 階 講座室 1
定員：30 名（先着順・要申込）
対象：読み聞かせに興味のある方
申し込み：5 月 4 日(月・祝)午前 9 時 30 分から
中央図書館窓口・電話にて受付
※休館日を除く

5/13(水)

台北の朝、僕は恋をする

14：00～15：30

2010 年/台湾・アメリカ（85 分）

5/30(土)
14：00～15：40

6/12(金)

バルカン超特急
1938 年/イギリス（94 分）

ならず者

14：00～16：05

「長岡市子ども読書活動推進計画」について

1943 年/アメリカ（117 分）

長岡市は、子どもたちに読書の楽しさを伝え、読書習
慣の向上につながるよう、長岡市子ども読書活動推進

杉本鉞子 没後 70 年

計画を策定し、様々な施策を行っています。

6/20(土)

にいがた偉人伝

14：00～16：15

（杉本鉞子ほか９人）

第３巻

2017 年/日本（各 13 分・全 10 話）

図書館にあります！
新聞名

誕生日の新聞を

朝日新聞

見てみませんか

新聞のマイクロフィルムや、記事
のデータベースで、あなたの誕生
日の出来事を調べてみませんか。

閲覧できるもの
データベース

明治 12 年～

縮刷版

昭和 36 年 4 月～

マイクロフィルム
（新潟新聞）

昭和 17 年 11 月～
平成 22 年 4 月
昭和 2 年〜
16 年 6 月

データベース

平成 16 年～

マイクロフィルム
新潟日報

令和 2 年 4 月 1 日 長岡市立中央図書館 編集・発行
長岡市学校町 1-2-2 ℡ 0258-32-0658
mail：nagaoka@lib.city.nagaoka.niigata.jp

蔵書検索ができる！
ホームページは
こちら

お好きな新聞を選んで
7 番カウンターへどうぞ。
※コピーは１枚 10 円です。

初めての方には、職員が
操作方法を説明します！

楽しい催しいっぱい！
フェイスブックは
こちら

