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イベント報告≪ものづくりのイベントを行いました！≫
特集：ザ・恋愛小説
連載：スタッフのおすすめ 冬の本
１月～３月の行事案内

ささぽんツブヤキ
新年あけましておめでとう
ございます！今年もたくさん本を読んで
くださいね♪

～イベント報告～
人気のグリーンや消しゴムはんこなど…

ものづくりのイベントを行いました！
北地域図書館

「グリーン教室
みに多肉植物寄せ植えづくり」
北地域図書館にて、グリーン教室 「みに多肉植物寄
せ植えづくり」を行いました。3 種類のペンキの中から
好きな色を選んで自由にペイントし、転写シールでデコ
レーションしたオリジナルの鉢に寄せ植えをしました。
多肉植物の寄せ植えは初めての方もいらっしゃいま
したが、皆さん素敵な作品が出来上がりました。寒い季
節も室内で楽しめる多肉植物で、緑を楽しんでいただき
たいと思います。
（2020 年 11 月 14 日開催）

栃尾地域図書館

「こけしでポン！
オリジナルスタンプ作り」
粘土で作ったこけしに絵付けをし、それを持ち
手にした消しゴムはんこを作りました。消しゴム
はんこ経験者の方は図案もオリジナルで作られ、
その完成度の高さに「かわいい！」と皆さん大絶
賛。ほとんどの方は初心者で、初めは「難しい」
と、仕上がりを不安に思っていたようですが、彫
り終わっていざ押してみると「意外とできてる」
「なんだか味があってかわいい」と笑顔になって
いました。
（2020 年 11 月８日開催）

ザ・恋愛小説
ぬくもりが恋しいこの季節。ときめく世界にどっぷり浸ってみませんか…？
『レインツリーの国』

きっかけは一冊の本。そこからメールの交換が始まり、盛り上がる会話。縮まる距離

有川 浩／著

感…。しかし彼女が頑なに会うのを拒むのには彼の知らない理由がありました。本書

新潮社 913.6 ア

は健聴者と聴覚障がい者の恋愛を描いた作品です。彼は予想外の彼女の言動に戸
惑いますが、徐々にお互いを理解し歩み寄っていきます。難しいテーマながら爽やか

な恋愛小説に仕上がっているあたり、さすがの手腕と言ったところでしょうか。『図書館戦争』シリーズに登場した
スピンオフ作品でもあります。こちらも併せていかがですか。

こころげそう（心化粧）とは口には出さないが内心恋いこがれること。
下っ引きの宇多が恋しい気持ちを伝えられないまま亡くなった於ふじの幽霊が現れ
たところから物語は始まり、謎めいた事件を解き明かしながら、幼馴染男女九人の恋

『こころげそう』
畠中 恵／著

模様と人生の選択が描かれる連作短編です。宇多の思いは幽霊の於ふじに届くので
しょうか。せつない気持ちにひたりたい方におすすめの一冊です。

光文社 913.６ハ

京都の大学院から遠く離れた研究所に飛ばされた主人公の守田は、寂しさのあまり仲間たちに手紙を書きま

『恋文の技術』
森見 登美彦／著
ポプラ社
913.６モ

くります。そのやりとりのなかで、守田は同級生の伊吹さんに恋をしていることが判
明。手紙のなかで友人の恋愛相談にのり、妹には説教もするけれど、本当に想いを届
けたい相手への手紙はいつまでも書けずにいるのです。
さて、守田は伊吹さんをデートに誘えるか、想いを伝えられるのか？ 純愛の結末は
いかに。

明治の文豪、森鷗外の作品として有名な『舞姫』は、19 世紀末のベルリン

『舞姫・うたかたの記』

を舞台に繰り広げられる、本田豊太郎と美貌の舞姫エリスとの激しい恋の

森 鷗外／著

物語です。この物語は、森鷗外自身の実体験によるものでは？とも言われ、

角川書店 ０８０モ

女主人公と同じ名前のエリスという女性が実際に鷗外を追って来日してい
ます。物語と現実のどちらも悲恋に終わってしまいますが、優雅な文語体で書かれた文章は、声に出して読み
たいという衝動をかき立てます。

『東京タワー』
江國 香織／著
マガジンハウス 913.６エ

恋はするものじゃなく、おちるものだ。というフレーズに胸のあたりが締
め付けられませんか。本書に登場する大学生透が、恋に落ち感じた一節
です。透と友人の耕二を軸としてストーリーが展開していきますが、2 人に
共通することは、恋人が年上の女性で人妻であること。相手を想う気持

ち、電話を待っている時のせつなさ、相手を想うゆえの嫉妬の描写が丁寧に書かれています。映画化もされ
ており、原作とは違ったラストを迎えるので映像と原作を比べてみるのもおすすめです。

り っ か ふるふる

『からだが温まるとろみのレシピ』

『六花 落 々 』
西條

奈加／著

祥伝社

913.6 サ

吉澤

まゆ／著

池田書店

596 ヨ

「何故なに尚七」と呼ばれる古河藩下
級武士の小松尚七は、雪の結晶の観察中
に藩の重臣鷹見忠常と出会います。その
探求心を買われ藩主の御学問相手に抜擢
された尚七は、江戸で多くの才人と交流
しますが、時代の波は尚七をも飲みこん
でいきます。尚七の人柄もさることなが
ら、藩のため常に冷静な鷹見忠常が魅力
的。また、尚七が仕えた藩主土井利位は

冬にぴったりの料理本です。とろみ料
理は体が温まるだけでなく、塩分やカロ
リーも抑えられ嬉しいことだらけ。この
本には、和洋中といろいろな料理の他、
デザートも掲載されているので、小さい
お子さんから年配の方まで楽しめます。
また、片栗粉だけでなく米粉や素材のと
ろみを生かしたレシピも多いので、覚え
ておくと役立ちそうです。寒い季節はと

『雪華図説』を記した実在の人物で、彼
の描いた雪華紋は『北越雪譜』の表紙に
も使われました。

ろとろあったか料理でお腹の中から温ま
りましょう。

冬の 本
『まいにち湯豆腐』
小田 真規子／著
596.3 オ

ダイヤモンド社

冬の寒さが増し、
「お鍋」の恋しい季節
になりました。今回は皆さんに「お鍋」
のレシピ本を１冊、紹介させていただき
たいと思います。
「お鍋」と言っても本書
で紹介しているのは小鍋を使った「湯豆
腐レシピ」！！
王道の「昆布だし湯豆腐」から、
「塩に
んにく湯豆腐」や「アボカド豆腐」と
いったバリエーション豊かな 55 種の湯
豆腐レシピをこの機会に是非、ご堪能く
ださい。

図書館スタッフ
おすすめの本を
紹介します！

『ぐっすり眠れる、美人になれる！
読むお風呂の魔法』
小林 麻利子／著 主婦の友社
498.3 コ
体が冷えるこの季節、温かいお風呂が
恋しいですよね。日々の疲れた体に癒し
を与えてくれるお風呂ですが、お風呂の
正しい入り方を皆さんはご存じでしょう
か？
本書では、科学的根拠に基づいた“正
しいお風呂の入り方”を紹介しています。
正しくお風呂に入れば、気になっていた
体の不調も改善されるかもしれません。
今年の冬は上質なバスタイムを手に入れ
て、寒さを乗り切りましょう！！

１月～３月の行事案内
互尊文庫
「読者のつどい」
・１月２２日（金）
『春琴抄』 谷崎 潤一郎/著
・２月１９日（金）
『散り椿』 葉室 麟/著
・３月２６日（金）
『むらさきのスカートの女』
今村 夏子/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）
「桃の花のリースづくり」
・２月２０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５名
内容：折り紙で桃の花のリースを作り
ます。
申込み：２月１３日（土）午前９：３０～
互尊文庫窓口または電話

北地域図書館
「グリーン教室」
・２月１３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：親子・一般
定員：先着６名
参加費：３００円
内容：「アロマ香るぼうし型ブローチ
づくり」
申込み：１月３０日（土）午前９：３０～
北地域図書館窓口または
電話
・３月１３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：親子・一般
定員：先着６名
参加費：３００円
内容：「ハートのサシェ（香り袋）づく
り」
申込み：２月２７日（土）午前９：３０～
北地域図書館窓口または
電話

★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
「うちのこ ねこのこ写真展」
中之島地域図書館・互尊文庫
巡回展
募集期間：１月９日（土）～３０日（土）
対象：どなたでも
※写真（大きさはＡ４サイズまで、出品
者１名につき３枚まで）とコメントを
中之島地域図書館、互尊文庫窓口
にご持参、もしくはＥメール
（lib.nakanosima@nscs-net.ne.
jp）
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。
展示期間：[中之島地域図書館]
２月１１日（祝・木）～
３月１４日（日）
[互尊文庫]
３月１９日（金）～
４月１４日（水）
※休館日は休展します。
場所：中之島地域図書館、互尊文庫
内容：皆さんからご応募いただいた猫
の写真を館内に展示します。

南地域図書館

特別図書整理期間のお知らせ

「録音図書を楽しむ」
・３月１日（月）～30 日（火）
場所：南地域図書館
内容：ユニバーサル文庫の CD を内容
紹介のコメントとともに展示し
ます。

下記の期間は図書の整理や点検作業等を行う「特別図書整理期間」のため
休館させていただきます。

イベントにご参加の際は、マスク着用、
検温、手指の消毒等、感染症予防に
ご協力をお願いいたします。

中央図書館
２月１５日（月）～１９日（金）
互尊文庫／西・南・北地域図書館
２月２２日（月）～２６日（金）
※互尊文庫 3 階学習室は、２月２２日（月）～２４日（水）、２６日（金）
午前９：３０～午後５：００までご利用いただけます。

中之島・寺泊・栃尾地域図書館・大河津地区図書室
２月２５日（木）～３月１日（月）

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
特別図書整理期間
☆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
特別図書整理期間

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

