読書週間
新潟県内公共図書館関連イベント案内
上越

※イベントの詳細は各図書館・図書室へお問い合わせください。
※イベントによっては、定員や申込期間、配布数等に限りがあります。

上越市立図書館全館
○上越市立図書館読書週間推薦こどもの本ブックリスト 2019
内容：小学生向けと中学生・高校生向けの 2 種類発行。読書週間期間中は各館にてブックリスト掲
載本を展示。
上越市立高田図書館
○おすすめします！この 1 冊
おすすめ本の紹介文募集期間：10/1(火)～20(日)
おすすめ本の展示期間：10/27(日)～11/9(土)
内容：皆さんから寄せられたおすすめ本の紹介文と該当する所蔵図書を展示します。紹介文を応募
していただいた方には、ブックカバーをプレゼントします。なお児童の方からの応募には、図書館
利用者から提供された「しおり」を先着 20 名までプレゼント。
○リサイクルブック市
日時：11/3(日) 10 時 5 分～11 時
内容：大人向けの本が並びます。
○読書週間講演会『運動は体に良い？～運動の功罪～』
日時：10/27（日）14 時～15 時 30 分
定員：30 名（申込順） 要申込
講師：上越地域医療センター病院
副リハビリテーションセンター長 大竹 朗 理学療法士
内容：運動の正しい知識と適切な方法について、簡単な体操を含めてお話しします。
高田図書館浦川原分館
○ブックバンド作り
日時：11/2(土) 10 時～16 時
内容：ヘアゴムとボタンで｢ブックバンド」を作ります。
○リサイクルブック市
日時：11/2(土) 10 時～18 時 11/3(日) 10 時～17 時
内容：大人向けの本と雑誌
高田図書館頸城分館
○本に親しむつどい
日時：11/1(金) 10 時 35 分～11 時 5 分
場所：ユートピアくびき希望館多目的ホール
出演：読み聞かせサークル「ワンダーランド」
内容：ピアノ演奏を伴う本の朗読等を行います。
○リサイクルブック市
日時：11/1(金)10 時～19 時
11/2(土)10 時～17 時
内容：大人向けの本と雑誌
○かんたんブックカバー作り
日時：11/2 日(土) 10 時～16 時
内容：オリジナルのブックカバーを作ります。
上越市立直江津図書館
○★おはなしとことこのおはなしたいむ
日時：10/27(日) 11 時～11 時 30 分
出演：おはなしとことこ
○★ きょうのおはなしなあに
日時：11/3(日) 11 時～11 時 30 分
出演：本の友の会
○★ 大人のおはなし会 テーマ【恐怖】
日時：11/4(月) 15 時～15 時 45 分
○★ 本気で謎解き 図書館クエスト
期間：10/26(土)～11/10(日)
内容：問題を解きながら、隠された謎の本を探す。難易度…中学生以上対象
★印の催し物や、10/26～11/10 の間に直江津図書館で行われる「定例のおはなし会」参加者には「ペ
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ンギンの羽」を加工した【しおり】をプレゼント。
○ペンギンの羽ふわふわ体験
期間：10/26(土)～11/10(日)
内容：水族博物館うみがたりのペンギンの羽（換羽により抜けたもの）にさわれます。
○展示『図書館でドイツをめぐる』
期間：10/26(土)～11/10(日)
内容：ドイツに関する本の貸出と、ブックリストを配布します。

中越
長岡市立図書館全館（大河津地区図書室を除く）
○図書館からの挑戦状
期間：10/26（土）～11/10（日）
内容：秋の読書週間に合わせて、市内図書館で謎解きイベントを開催します。全問正解者には、賞
品をプレゼントします！
対象：中・高校生
長岡市立中央図書館
○エントランス展示「松岡譲」
期間：11/1（金）～12/1（日）
内容：長岡市が生んだ小説家松岡譲の没後 50 年にあわせ、当館所蔵の関連資料を展示します。
○読書週間名作映画会
日時：11/3（日）14 時～16 時 5 分（開場 13 時 30 分）
内容：「アンネフランクを忘れない」1995 年 アメリカ
定員：先着 180 名
長岡市立互尊文庫
○おはなしきかせて ハロウィンスペシャル
日時：10/27（日）14 時～15 時
内容：ハロウィンに関するおはなしの読み聞かせの後、工作を行います。
対象：幼児～小学生
○はじめての足もみ講座
日時：10/28（月）10 時 30 分～11 時 30 分
内容：講師による足もみの解説と個別指導、関連資料の紹介をします。
定員：先着５人 対象：２０歳以上
要申込
長岡市立西地域図書館
○ジュエルソープを作りましょう
日時：11/2（土）14 時～15 時 30 分
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。
定員：先着 10 人
対象：小学 5 年生以上
料金：500 円
要申込
持ち物：カッター、はさみ、タオル
長岡市立南地域図書館
○おはなし☆おはなし～ハロウィンスペシャル
日時：10/27（日）14 時 30 分～15 時 30 分
内容：ハロウィンにちなんだ絵本や紙芝居のよみきかせをします。おはなしのあとはみんなで工作
をします。
対象：幼児～小学生
長岡市立北地域図書館
○読書クイズでビンゴ！
開催日：11/2（土）、3（日）
内容：読書に関連するクイズを解いてビンゴを完成させ、カプセルトイを回して景品をもらおう！
定員：先着 20 人
対象：小学生以下
○大人のための絵本セラピー○
R
日時：11/4（月）10 時 30 分～11 時 30 分
内容：読み聞かせ、ワークショップ
定員：先着 10 人 対象：20 歳以上
要申込
○フラワーアレンジメント教室
日時：11/9（土）13 時～14 時 30 分
内容：クリスマスリース
定員:16 人（抽選）
対象：中学生以上
材料費：3,000 円
要申込
持ち物：花用はさみ、カッター、袋
長岡市立中之島地域図書館
○おはなしひろば（ハロウィンスペシャル）
内容：ハロウィンのお話、工作

日時：10/27（日）10 時 30 分～11 時 30 分
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長岡市立寺泊地域図書館
○寺泊エコブックスフェア＆エコ工作
日時：11/3（日）10 時～15 時
内容：図書館で不要になった本と、地域の方からお持ちよりいただいた本を無料でお譲りいたしま
す。当日 9:30～整理券を配布。本を入れる袋は各自でご用意ください。
※同時開催「エコ工作」 10 時 30 分～12 時 30 分 先着 40 名 お香を入れたしおりを作ります。
長岡市立栃尾地域図書館
○昔ながらの布ぞうり作り
日時：10/27（日）13 時～16 時
内容：自分の足の指にかけた紐に布を編みこんで布ぞうりを作ります。
定員：先着 10 人
対象：高校生以上
料金：500 円
要申込
持ち物：５本指ソックス、洗たくばさみ２個
○おたのしみ「ぷち」上映会
日時：11/9（土）10 時 30 分～11 時 30 分
内容：イソップ物語 2「北かぜとたいよう」「まねしたカラス」「きつねとぶどう」
「アリとセミ」
○ギャラリーコンサート～大正琴～
日時：11/3（日）19 時 30 分～20 時 30 分
内容：中之島文化センターで活動している「峰の会」のみなさんにおる大正琴の演奏
定員：先着 30 人
要申込
三条市立図書館 本館・栄分館・下田分館・嵐南分室
○秋☆読書チャレンジスタンプラリー
期間：10/22（火）～11/10（日）
内容：期間内に資料の貸出もしくはイベントの参加で一度につき一つのスタンプを押します。5 つ
集めると素敵な景品をプレゼントします。10/23 の三条親子読書の日はスタンプが 2 倍になりま
す。
三条市立図書館
○おはなしのじかん
10/27（日）15 時～15 時 30 分
内容：図書館スタッフによる絵本の読み聞かせ
○図書館キネマ
日時：11/3（日） 第 1 部 10 時～11 時 35 分 第 2 部 14 時～15 時 05 分
内容：第 1 部に一般向け映画、第 2 部にアニメーションを上映
上映作品：第 1 部 「小林ハル～渾身の熱唱～」 第 2 部 「リボンの騎士」
○えほんだいすき
日時：11/9（土）11 時～11 時 30 分
内容：読み聞かせボランティアグループ「おはなしバスケット」によるおはなし会
三条市立図書館栄分館
○えほんのじかん
日時：11/5（火） 11 時～11 時 30 分
内容：乳幼児向けの読み聞かせや手遊びなどのおはなし会
三条市立図書館下田分館
○おはなしたまてばこ 日時：11/2（土） 13 時 30 分～14 時
内容：読み聞かせボランティアグループ「おはなしコロリン」による絵本や紙芝居などのおはなし
会
柏崎市立図書館
○読書週間ぬりえ展
期間：10/26（土）～11/10（日）
内容：絵本作家かんべあやこさんの描きおろし原画による読書週間ＰＲぬりえを事前に市内保育
園・幼稚園年長児に配布。出品されたぬりえをかんべあやこさんが審査し賞を選定。
小千谷市立図書館
○ぬいぐるみのお泊り会
内容：みなさんの代わりに大切なぬいぐるみが、普段は見られない夜の図書館を体験するイベント
です。ぬいぐるみたちが閉館後の図書館で探検したり、絵本を読んだりする様子を写真に撮ってア
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ルバムを作り、おすすめ絵本と一緒にお渡しします。
日時：チェックイン 10/27(日)～ チェックアウト 10/30(水)閉館まで
定員：先着 8 名
要申込
持ち物：ぬいぐるみ（お１人につき 1 体まで。人形・ロボットもお受けします）
○図書館でボードゲーム
日時：11/8(金)18 時～21 時(最終入場午後 20 時)
内容：誰でも楽しめるボードゲームを図書館でやってみませんか。大人から子供まで一緒に楽しめ
ます。是非お気軽に御参加ください。
定員：40 名
要申込
○プチリサイクルコーナーを常設しています
内容：プチリサイクルコーナーに置いてある本は御自由にお持ち帰りいただけます。今までは雑誌
のみを置いていましたが、10 月から除籍対象になった本も置いています。ただし、毎日リサイクル
本があるとは限りません。
持ち帰り冊数：1 人 10 冊まで 持ち帰り用のダンボールや手提げ袋などを御持参ください。
加茂市立図書館
○一般映画鑑賞会
日時：11/2（土） 14 時～
内容：『ねぼけ』を上映します。
○子ども読書会
日時：11/9（土） 14 時～
内容：紙芝居、絵本の読み聞かせ、折り紙、映画上映
十日町情報館
○秋の読書週間 おはなしぴよぴよスペシャル
日時：11/4（月）14 時～15 時 30 分
内容：季節の絵本を読んだ後、みんなで工作をします。
対象：3 歳～小学生
定員：先着 15 名 要申込
○フィルムコートがけ体験＆しおり作り
内容：図書館の本を保護するフィルムの貼り方と、しおり作りを体験できます。※１人１冊まで、
持参した本にフィルムを貼ることができます。本の高さは 30ｃｍまでとします。
日時：10/27（日）
、11/3（日） 10 時 30 分～正午、14 時～15 時 30 分
対象：小学生～大人
定員：各回 10 名 要申込
○リサイクル本市 日時：10/26（土）～11/10（日）９時～19 時
内容：図書館で不要になった本を１冊 50 円～で販売します。
※つり銭がなるべくでないよう、細かいお金をご用意ください。
南魚沼市図書館
○新潟県子ども読書フォーラム
日時：10/27（日） 10 時 30 分～16 時
内容：乳幼児から小学生を対象とした人形劇、読み聞かせや絵本の交換会などを行います。＜午前
10 時 30 分～＞オープニング（読み聞かせ） ＜午前 11 時～＞新潟日報社親子音楽観賞会 ＜午
後 1 時～＞人形劇「アラウンドザワールド」「おやゆび姫」 ＜午後 2 時～＞ワークショップ、あ
そびの広場（絵本の交換会、本の販売など）
出演：人形劇団「ぱぴぷぺぽ劇場」
、読み聞かせボランティアグループ
主催：新潟県子ども読書フォーラム実行委員会
○親子音楽鑑賞会「にいがた、びよりステージ」 日時：10/27（日）11 時～11 時 30 分
内容：三条を拠点に活動している音楽グループ「ららら♪音楽隊」による、親子向けのアットホー
ムな音楽会です。和やかな雰囲気のなかで、童謡からクラシックまで楽しもう。
主催：新潟日報社「にいがた、びより」事務局（電話 025-385-7168）
○スタンプを集めて、しおりをゲットしよう！
スタンプ台紙配布期間：10/27（日）～11/10（日）
スタンプ押印期間：10/27（日）～11/24（日）
内容：本を 15 冊以上借りた人に「特製しおり」をプレゼントします。スタンプ台紙にスタンプを
集めて、しおりをゲットしよう！
対象：中学生まで
○雑誌リサイクル市
期間：10/27（日）～11/10（日）
内容：保存期間の経過した雑誌を無償で配布します。一人 3 冊まで 雑誌がなくなり次第終了（事
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前予約等不可）
対象：図書利用カードをお持ちの市民（本人に限る）
刈羽村立図書館
○おすすめ本 POP コンテスト！
期間：10/29（火）～11/24（日）
内容：一冊の好きな本が、あなたと誰かをつなぐ…心に残っている本、感動した本を POP で紹介し
よう！※「ラピカ」で配布している用紙に、おすすめの本を、文字やイラストで紹介。応募作品を
館内に掲示して、投票で表彰作品を決定！
対象：小学生～大人

下越
新潟市立図書館全館
○うちどく読書ノート配布
期間：10/26（土）～12/3（火）
内容：読んだ本を記録するノート、ぬりえを配布 対象:児童
○読書ノート配布
期間：10/26(土)～12/3（火）※なくなり次第終了
内容：読んだ本を記録するノートを配布
新潟市立中央図書館
○本探しゲーム 忍者の道具を探せ！
期間：10/26（土）～12/3（火）
対象：児童
内容：こどもとしょかん内に貼ったアイテムを探し，図書館や本に関するクイズに回答してもらう。
○読書週間 ボランティアによるおはなしのじかん
開催日：10/26 日（土）～12/3（火）で実施。日程はお問い合わせください。
内容：ボランティアによる絵本の読み聞かせ等
対象：児童
○ほんぽーとビブリオバトル
開催日：11/3（日）
内容：発表者が 5 分間でおすすめる本を紹介し，観覧者がその中で一番読みたくなった本を投票し
て決める知的書評合戦。
新潟市立豊栄図書館
○第 22 回 石塚さんの昔ばなしを楽しむ会 日時：10/24（木）10 時 30 分～正午
内容：大人向けの昔話などを聞いて楽しむ会です。
対象：中学生以上
定員：３０人
○文化講座 「福島潟の自然と歴史」 日時：11/2（土）14 時 30 分～16 時（開場 14 時）
講師：水の駅「ビュー福島潟」島吾郎館長
（図書館職員による『河童のユウタの冒険』朗読あり）
対象：中学生以上
定員：２０人（先着順） 要申込
その他：参加者には『みんなの潟学』
（新潟市潟環境研究所刊）や河童のユウタのポップアップカー
ドのプレゼントあり
○わくわく読書会 テーマ作品『高瀬舟』
（森鴎外）
日時：11/10（日）13 時 30 分～15 時 30 分
定員：20 名
新潟市立山の下図書館・石山図書館・東区プラザ図書室
○東区歴史浪漫プロジェクト関連展示
期間：10/26（土）～12/3（火）
内容：新潟市東区歴史浪漫プロジェクトの一環として、渟足柵（ぬたりのき)や牡丹山諏訪神社古墳
など東区の歴史に関する資料を展示する。
新潟市立山の下図書館
○本の福袋 期間：10/26（土）～なくなり次第終了
内容：1 袋に 1 冊、司書が選んだおすすめの本を入れ、書名がわからないようにした中から借りる
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本を選んでもらう。
新発田市立中央図書館
○しりとりブックラリー
内容：自分が好きな絵本や児童書のタイトルでしりとりを作ります。作ったしりとりをポップに書
いて、本と一緒に書架に展示します。
受付・展示期間：10/11（金）～11/11（月） 対象：幼児～小学生
○ぬいぐるみおとまり会
日時：10/27（日）15 時～
内容：ぬいぐるみと一緒に絵本の読み聞かせを聞いた後、ぬいぐるみたちは図書館におとまりして、
夜の図書館を探検します。
対象：年中～小学６年生
定員：１０名
要申込
〇読書週間講演会「図書館の上手な活用術について」
日時：11/９（土） 14 時～16 時
内容：著作家 奥野宣之さんを講師にお招きし、図書館の使い方についてお話していただきます。
対象：中学生以上
要申込
燕市立図書館
○川端誠 絵本原画展
日時：10/ 11（金）～27（日）
内容：『てんしき』
（BL 出版）
（全 14 点）
『槍ヶ岳山頂』
（BL 出版）
（全 20 点）
『お化けのおもてな
し』（KADOKAWA）
（全 22 点）の絵本原画を展示します。
○絵本のへや
日時：11/2（土）10 時 30 分～11 時
内容：幼児から小学校低学年の方をを対象にした楽しいおはなし会です。
○大人が楽しむおはなし会
日時：11/8 日（金）18 時 30 分～19 時 30 分
内容：平日の夜に大人だけでゆっくり楽しむおはなし会を開きます。子どもの頃を思い出して、お
はなしの世界に浸っていただきます。
対象：大人
語り手・読み手：燕図書館読み聞かせボランティア
燕市立吉田図書館
○おはなしのじかん
日時：11/2（土）11 時～11 時 30 分
内容：幼児から小学校低学年の方を対象とした楽しいおはなし会です。
○大人が楽しむおはなし会
日時：11/8（金）13 時 30 分～14 時 30 分
内容：平日の午後に大人だけでゆっくり楽しむおはなし会を開きます。子どもの頃を思い出して、
おはなしの世界に浸っていただきます。
対象：大人
語り手・読み手：燕語りの会・吉田おはなしの会・おはなし☆たまご
五泉市立図書館 五泉市立村松図書館
○本と雑誌のリサイクルフェア
開催日：11/2（土）、11/3（日）
内容：保存期間の過ぎた雑誌、寄贈本等を譲渡します。
聖籠町立図書館
○『もう一度、絵本と出会う』～大人も癒やす絵本の魅力～
日時：10/27（日）10:30～正午
定員：40 名
要申込
内容：疲れた大人を癒やす、大人のためのおはなし会。お子さま同伴も可能です。
講師：大杉 りさ 氏(フリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ)
○大人の上映会「天使のいる図書館」 日時：10/30 日（水）14 時～15 時 30 分
定員：35 名
新潟県立図書館
○秋の読書週間記念 阿刀田 高さん講演会「ユーモアと読書の勧め」
講師：阿刀田 高さん（作家） 日時：11/９（土）13 時 30 分～15 時 要申込
○第 11 回古本再生市
日時：10/26（土）
、27（日） ９時 30 分～15 時 ※午前９時から整理券を配布します。

6

