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イベント報告≪人気の展示イベントを行いました！≫
特集：私の休日
連載：今、読みたい！ 今、読んでほしい！ 旬の本【第６回】
４月～６月の行事案内

ささぽんツブヤキ
春ですね！ 新しいことを
始めてみませんか？

～イベント報告～
い や

かわいい猫や、きれいな花々の写真に癒される

人気の展示イベントを行いました！
中之島地域図書館

「うちのこ ねこのこ写真展」
中之島地域図書館では、２月 22 日の猫
の日にちなみ、猫の写真展を行いました。
３回目の開催となる今回は、79 枚もの
作品が集まり、大変見ごたえのある展示と
なりました。期間中は、多くの皆さまから
ご来館いただき、併せて展示した「猫の本」
コーナーも好評でした。
（2020 年 2 月 15 日～3 月 15 日開催）

北地域図書館

「花いっぱいコンクール作品展示会
in 北地域図書館」
「長岡市花いっぱいコンクール」は、花いっぱい
運動の輪を広げようと長岡市緑花センターが平成
8 年から主催しているコンクールです。北地域図
書館では、近隣の保育園や学校などの作品を中心
に作品をお借りして、展示しました。色とりどりの
花の写真で館内が華やかな雰囲気になりました。
（2020 年２月 2８日～３月１８日開催）

休
日
の
私

アクティブに活動、ゆったり休息…
あなたはどう過ごしますか？

『企画展だけじゃもったいない
日本の美術館めぐり』
『新潟日帰り温泉パラダイス』
新潟日報事業社

浦島 茂世／著

G.Ｂ．

７０６．９ウ

ｷ 291.4 ニ
世間の喧騒を忘れ、広い空間の中で静寂に包ま

温泉に行きたいけれど、まとまったお休みが取り

れる場所。それが美術館の常設展示室です。常設展

づらい…。そんな皆さまにお勧めしたい、県内の日

示と侮ってはいけません。実は世界に誇れる作品を

帰り温泉の情報が満載の１冊です。

ゆったりと鑑賞することができるのです。

日帰りだから準備も簡単、近いから移動の疲れ
も気になりません。

本書では全国各地の美術館を紹介し、その楽し
み方を提案しています。本県では県立近代美術館

いろいろな温泉を試してみるもよし、お気に入り
を見つけてリピートするもよし。温泉ならではのたっ

が紹介されています。休日をゆったり過ごす場として
オススメです。

ぷりのお湯につかって、ゆったりとした休日をすご
しませんか。

『本を読めなくなった人のための読書論』
若松 英輔／著

亜紀書房

019 ワ

私たちは、本をたくさん読み、多くの情報を得ること

『麦本三歩の好きなもの』
住野 よる／著

幻冬舎

９１３．６ス

が正しい読書法と思いがちです。著者はそのような読
書法を否定も肯定もせず、「待つ」をキーワードに人と
本の出会いについて論じていきます。休日の楽しみと

この本の主人公、図書館勤務の２０代女子

しての本との向き合い方を再考できる１冊です。

麦本三歩の好きなものは、朝寝坊、ブルボン
のお菓子、そして本。好きなものがたくさんあ
るから三歩の毎日はきっと楽しいのです。
怒られたり、失敗をしたりと悩むことも多い
けれど、めげずに頑張れるのは、大好きな友
達に会ってエネルギーをチャージできる休日
があるから。

『海外名作映画と巡る世界の絶景』
インプレス編集部／編

インプレス

７７８．２カ

休日には映画館やＤＶＤで映画を楽しむ方も多

毎日の暮らしのなかに自分の好きなものを

いのではないでしょうか？本書は海外の名作映画

増やしていけたら最高♪と、改めて気づかさ

に登場する絶景の数々を映画のストーリーや撮影

れる、休日にゆったり読むのにおすすめの１冊

されたシーンの写真とともに紹介。大まかな地図

です。

も載っているため、旅行の計画にも役立ちそうで
す。掲載のＱＲコードをスマホなどで読み取れば、
グーグルマップを使ったバーチャル旅行も楽しめ
ます。今までに観た映画を懐かしむも良し、これか
ら観る映画の参考にするも良し。お好きな方法で
楽しんでみてはいかがでしょうか。

今、読みたい！ 今、読んでほしい！

旬の本

第６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。

す す め
中 之 島 地 域 図 書 館 お す
『生涯一度は行きたい
春夏秋冬の絶景駅１００選』

『わが家のおいしい梅干し・
梅シロップ･梅酒のレシピ』

越 信行／著
山と渓谷社
686.2 コ

暖

かくなり、野外でも過ごしやすい
季節になりました。「どこかお出
かけしたい！」と思ったときに、こんな本
はいかがでしょうか。
「春夏秋冬の絶景駅」
とあるように、春の桜が舞う駅、新緑に映
える駅など、四季ごとに美しい風景が見ら
れる駅が紹介されています。四季折々の美
しい写真を眺めているだけでも楽しく、実
際に訪れる際にはガイドとしても使えま
す。新潟県内の駅も紹介されていますよ。

柳澤 由梨／著
成美堂出版 596.3 ヤ

５

月の半ば頃から実の収穫時期を
迎える梅。今年はその梅で何か
作ってみませんか？この本では、梅干し・
梅酒・梅ジャムなど、失敗なく作れる基本
的な梅仕事を紹介。手順、ポイントを写真
とともに解説し、活用レシピも掲載されて
いるので、初心者でも参考にしやすい１冊
です。今年の梅が出回る期間をのがさず作
ることができるように、本を片手に梅仕事
の予定をたててみてください。

北 地 域 図 書 館 お す す め
『ジヴェルニーの食卓』
原田 マハ／著

よ

集英社

913.6 ハ

く知られる印象派の４人の画家
ドガ、セザンヌ、モネ、マティス。
彼らを取り巻く女性たちの目線から、画家
の半生が短編として描かれています。美し
い季節を背景に繰り広げられる人々の感情
のドラマに引き込まれながら、芸術に真剣
に取り組む彼らの人生を垣間見ることがで
きます。絵画が目の前に浮かんでくるよう
に感じられ、実際にその絵を見た時の印象
も深まるはずです。

『オツな日本語』
金田一 秀穂／著

季

日本文芸社

810.4 キ

節の言葉、時代によって変化して
いく言葉、昔からの言葉、近年よく
使われるようになった言葉…、様々な日本
語の語源や意味について、国語学者の金田
一秀穂さんがわかりやすく、かつ楽しく解
説しています。この本で最初に取り上げら
れている言葉は、１年間を２４分割した二
十四節気の中の「立春」。１年のスタートの
春に読みたい１冊です。

４月～６月の行事案内
互尊文庫

北地域図書館

「おとなの絵本時間
～プチ絵本セラピー®」
・４月１９日（日）
時間：午後２：００～２：３０
場所：互尊文庫 １Ｆ児童室
対象：一般（申込み不要）
内容：絵本の読み聞かせをした後、
読んだ絵本にまつわる簡単な質
問に答えてもらうワークをします。

「さっちゃんおばさんの
紙芝居スペシャル」
・４月１８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。

「読者のつどい」
・４月２４日（金）
『宝島』 真藤 順丈/著
・５月２２日（金）
『散り椿』 葉室 麟/著
・６月２６日（金）
『春琴抄』 谷崎 潤一郎/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）

「みにみに上映会」
・４月２０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：三遊亭小遊三①「船徳」「宿屋の
仇討ち」
・６月２２日（月）
時間：午後３：００～４：２５
場所：北地域図書館 多目的ルーム
内容：プロフェッショナル 仕事の流儀１
「スタジオジブリ鈴木敏夫の仕事」

寺泊地域図書館
西地域図書館
「ぽんっ！とむかしばなし」
・５月１０日（日） ・６月１４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

「折り紙教室」
・５月１７日（日）
時間：午前１０：００～１１：００
場所：寺泊文化センター ２Ｆ和室
定員：先着１５名
内容：折り紙で生き物を作ります。
申込み：５月１０日（日）午前９：３０～
寺泊地域図書館窓口または
電話

◆開館２５周年を迎える西地域図書館と、２０周年を迎える北地域
図書館では、４月１日（水）～２９日（水）まで、本を借りた方に
しおりをプレゼントするほか、下記イベントを行っています。
ぜひ皆さんお越しください！
西地域図書館…キーワードラリーで全てのキーワードを集めると
プレゼントがあります。
北地域図書館…お祝いメッセージや思い出などを募集します。

★詳しくは、各地域図書館へ
お問合せ下さい。

栃尾地域図書館
「こけしでポン！
オリジナルスタンプ作り」
・５月２４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１０名 参加費：１００円
持ち物：カッター
内容：粘土で作ったこけしに絵付けをし、
それを持ち手にしたオリジナルス
タンプを作ります。
申込み：５月１０日（日）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話
「筆ペン講座」
・６月２６日（金）
時間：午後７：００～９：００
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２０名
参加料：５００円（筆ペン代込）
申込み：６月１３日（土）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または
電話
※新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため、開催予定行事が変更になる
可能性があります。最新の情報はホー
ムページ等でご案内します。お手数を
おかけしますが、ご確認の上ご来館くだ
さいますよう、お願いいたします。

「春の２０冊キャンペーン」
４月１７日（金）～５月２１日（木）まで
市内図書館全館、米百俵号、取次所
にて２０冊（※CD、DVD は
３点まで）借りられます。

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
★西地域図書館 940-2105 緑町 3-55-41 TEL27-4900
★南地域図書館 940-1103 曲新町 566-7 TEL30-3501
★北地域図書館 940-0876 新保町 1399-3 TEL22-7100
☆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
☆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
☆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

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)
☆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
図書館 HP
https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp

