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特集：いぬ・犬・イヌ
連載：スタッフのおすすめ 秋の本
中央館・地域館エクスチェンジ展示／ちょっと脳トレ☆ささぽん間違いさがし
10 月～12 月の行事案内

ささぽんツブヤキ
11 月 1 日は
「犬の日」
です。犬が登場する
お話を紹介します！

いぬ 犬 イヌ
『犬が来る病院』
大塚 敦子／著 KADOKAWA

『スヌーピーたちの人生案内』
493.9 オ

犬は人類の最良の友と言われるほど、私たちとは関係が
深い動物です。この本で描かれているのは、病気と闘う子
どもに寄り添うセラピー犬の訪問を受け入れた医療機関の
取り組みと、命と向き合う子どもたちの実話。子どもたち
がセラピー犬と触れ合うことで表情が豊かになるなど、心
のケアにつながっていく実例が描かれています。
今後、アメリカのようにセラピー犬の活躍があたりまえ
のことになる時代がやってくることを予感させます。

チャールズ・Ｍ.シュルツ／著
谷川 俊太郎／訳
主婦の友社

726.1 シ

世界一有名な犬といえば、「ピーナッツ」
に登場するスヌーピーを思い浮かべる方も
多いのではないでしょうか。
一人一人のキャラクターが、ユーモアあ
ふれる人生案内を展開する本書。原題は
「ＧＵＩＤＥ ＴＯ ＬＩＦＥ」
。谷川俊太
郎の温かみのある訳もこの本の魅力です。
ライフは生活、活気などを意味しますが、

『レスキュードッグ・ストーリーズ
南アルプス山岳救助隊 K-9』
樋口 明雄／著 山と渓谷社

913.6 ヒ

災害救助犬のひとつとして活躍する山岳救助犬をご存じ
ですか？ 本作は、そんな山岳救助犬を含む救助隊メンバー
を主人公とした、13 編からなる短編山岳小説です。遭難者
の救出、激烈な山岳気象、ライチョウの保護など、自然と
人間と犬との関わりに心が揺さぶられます。
どのストーリーもすべて、希望の持てる結末になってい
て、心地よく読むことができます。

それに比べるともう少し演歌的でウェット
な感じの「人生」と訳されています。
ちょっと疲れた時、生き方に悩んだ時、
手に取りたくなる１冊です。

『歴メシ！

『あるかしら書店』

世界の歴史料理をおいしく食べる』
遠藤 雅司／著 柏書房 383.8 エ

ヨシタケ シンスケ／著
726.6 ヨ

ポプラ社

食欲の秋、5000 年前のシチューに、古
代ローマ風チキンサラダはいかがでしょ
うか。本書は、オリエント＆ヨーロッパ世
界に存在した歴史料理を再現し、紹介し
ています。掲載レシピは現代人向けに簡
単でおいしくアレンジされているのでご
安心ください。カエサルやソクラテス、レ
オナルド・ダ・ヴィンチ、マリー・アント

読書の秋にお薦めしたい大人向けの絵
本がこちら。その名も『あるかしら書店』。
このお店では「本にまつわる本」が売られ
ていて、店のおじさんに「ちょっとめずら
しい本ってあるかしら？」と尋ねると『作
家の木の育て方』や『世界のしかけ絵本』
等を奥から出してきてくれます。どのお
話もクスリと笑えて、心温まるものばか

ワネットが舌鼓をうった料理を、当時の
食文化や逸話と共にお楽しみあれ。

り。ヨシタケ シンスケさんの妄想ワール
ドを満喫してください。

秋の本
『おにぎりの本』
おにぎり協会／監修
596.3 オ

辰巳出版

秋は新米がとれ、ごはんがおいしい季
節です。手に塩をつけてごはんをぎゅっ
と握れば「おにぎり」の完成。形、大き
さ、味、具…、いろいろ楽しめ、そして持
ち運べる、まさに日本人のソウルフード
ですね。
ご当地おにぎりや簡単アレンジおにぎ
りなどを紹介しているので、新しいレシ
ピに出合えます。ご自宅で新米を炊いて、
おにぎりパーティをするのもおすすめ
です。

図書館スタッフ
おすすめの本を
紹介します！

『三四郎』
夏目 漱石／著

新潮社

B913.6 ナ

九州の田舎から大学進学のために上京
した三四郎が、都会の中で学友や先生、好
きな女性との交流を深め、成長する物語。
同じような経験をされた方も多いのでは
ないかと思います。
文中に出てくる「燈火親しむべし」とい
う漢詩の一節は、
「秋になると涼しくなり
夜も長くなって、灯火の下で読書するの
に適している」という意味です。秋の夜に
ゆったりと文豪・夏目漱石の小説に親し
んでみませんか。

始まりました♪

中央館・地域館
エクスチェンジ展示

中央図書館所蔵の新書３００冊と、各地域図書館の特色資料合計１５０冊を
期間限定で交換・貸出する「エクスチェンジ展示」を開催しています。
◆11 月 3 日～12 月 20 日まで中央図書館に地域図書館の特色資料が集合！
◆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 16 日～11 月 15 日： 中之島地域図書館、寺泊地域図書館、栃尾地域図書館
11 月 21 日～12 月 21 日： 南地域図書館、北地域図書館
※互尊文庫、西地域図書館の展示は 10 月 12 日で終了です。
近隣の図書館でこれまで見られなかった本を手に
取るチャンスです。新たな本との出会いがあるかも…。

目印は
このマーク！

ぜひご利用ください！

ちょっと脳トレ☆

ささぽん間違いさがし

右の絵には左の絵と違うところが
7 カ所あります。さて、どこでしょう？

10 月～12 月の行事案内
北地域図書館
「大人のための絵本セラピー®」
・１１月２９日（日）
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：６名（先着）
内容：絵本の読み聞かせと簡単な
ワークショップ。
申込み：１１月１１日（水）午前９：３０～
北地域図書館窓口または電話
「グリーン教室
みに多肉植物寄せ植えづくり」
・１２月１２日（土）
時間：午前１０：００～１１：３０
午後１：００～２：３０
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：親子・一般
定員：各回６名（先着）
内容：オシャレな鉢に、多肉植物の小さ
な寄せ植えを作ります。
参加費：５００円
申込み：１１月２８日（土）午前９：３０～
北地域図書館窓口または電話
「みにみに上映会」
・１２月２１日（月）
時間：午後３：００～４：０５
場所：北地域図書館 多目的ルーム
対象：一般
内容：「綾小路きみまろ爆笑！エキサイト
ライブビデオ第４集～中高年よ！
人生はこれからだ！～」
北地域図書館からのお知らせ
北地域図書館は空調機の入れ替え工
事のため１０月１日（木）から１０月３１日
（土）まで、臨時休館いたします。
休館中は図書館駐輪場脇に、予約受取
窓口を開設します。詳細は図書館内の
掲示、図書館 HP をご覧ください。

互尊文庫

★詳しくは、各地域図書館へ
お問い合わせ下さい。

西地域図書館

「読者のつどい」
・１０月２３日（金）
『平場の月』 朝倉 かすみ/著
・１１月２７日（金）
『終わった人』 内館 牧子/著
・１２月２５日（金）
『ツバキ文具店』 小川 糸/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）

南地域図書館
「写真でめぐる摂田屋」
・１０月１０日（土）～１０月３１日（土）
場所：南地域図書館
内容：醸造の町摂田屋の見どころを
まとめた解説と写真の展示。
「教えて長農生！
苔玉の作り方解説展示」
・１１月１３日（金）～１１月２９日（日）
場所：南地域図書館
内容：長岡農業高校生が制作した苔玉
の作り方の解説コーナー展示。

中之島地域図書館
「迎春ミニ凧展示」
募集期間：１１月１４日（土）～
１２月１３日（日）
対象：どなたでも
定員：30 名（先着）
※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５日（火）～３０日（土）
場所：中之島地域図書館
内容：応募作品をミニ凧にして展示し、
終了後にプレゼントします。

「エコブックスウィーク」
・１１月１３日（金）～
１１月２３日（月・祝）
場所：西地域図書館 エントランス
内容：開館２５周年を記念し、図書館で
不要となった本や雑誌をお譲りし
ます。（お一人様１０冊まで）

栃尾地域図書館
「こけしでポン！
オリジナルスタンプ作り」
・１１月８日（日）
時間：午前１０：００～11：３０
場所：栃尾文化センター ２Ｆ学習室
対象：高校生以上 定員：５名（先着）
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：１０月２５日（日）午前９：３０～
栃尾地域図書館窓口または電話
「ＤＶＤ上映会」
・１１月１４日（土）
時間：午後１：００～３：００
場所：栃尾文化センター ２Ｆ和室
定員：１５名（先着）
内容：「裸の大将」

Ｐ３の答

イベントにご参加の際は感染症予防に
ご協力をお願いいたします。

長岡市立地域図書館（７館）
★互尊文庫
坂之上町 3-1-20 TEL35-7981
★西地域図書館 緑町 3-55-41
TEL27-4900
★南地域図書館 曲新町 566-7
TEL30-3501
★北地域図書館 新保町 1399-3
TEL22-7100
☆中之島地域
中之島 3807-3 中之島文化センター内
図書館
TEL61-2165
☆寺泊地域図書館 寺泊磯町 7411-14 寺泊文化センター内
TEL75-5159
☆栃尾地域図書館 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・日曜と重なるときは開館)
※12／２９（火）～１／３（日）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
※12／２8（月）～１／4（月）は年末年始の休館

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

