
 

📚資料を移動しました 

書庫にしまっていた、英語で書かれた本を 29番の 

本棚に移動しました。 

 

📚本棚の見出し板を入れ替えました 

大人向けの本棚の側面についている見出し板に、本の場所が 

わかるよう、新たに分類番号（本の背中についている番号） 

を入れました。 

発行： 新潟市立西川図書館 

〒959-0422 新潟市西蒲区曽根 2046 

電話：0256-88-0001 

FAX：0256-88-2458  
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そもそも蔵書点検って何をしているの？ 
所蔵資料を管理するため、データ通りに資料があるか、 

場所は間違っていないか点検する作業です。 

各図書館で年に１回、１週間程度休館をして作業を行っています。 

西川図書館では、約 11万点の資料のバーコードをバーコードリーダーで一冊一冊なぞりました。 

バーコードをなぞった後は… 
行方不明になっている資料の確認をします。 

間違った場所にある本は、正しい本棚の場所に戻します。 

また、破損資料などがあれば直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
令和 2 年 3 月（隔月発行） 

『窓際のトットちゃん』，『坊ちゃん』， 

『オリエント急行殺人事件』， 

『くまのプーさん』ほか 



 

 
西川図書館では、毎月ブッククラブ（読書会）を開催しています。 

奇数月はテーマあり、偶数月はテーマなしです。たとえば、11 月のテーマは「神話・伝説」だったので、 

 神話や伝説に関する本を持ち寄ってひとりずつご紹介いただき、本についてあれこれ語り合いました。 

 ブッククラブはどなたでも自由に参加できます。聞くだけの参加も大歓迎！ お気軽にご参加ください。 

 （新型コロナウィルス感染拡大防止のため 3 月は中止します。） 

 ～ ある日のブッククラブの様子 ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前から気になっていた読書

会に参加して３回目です。 

みなさんの本の知識など聞け

て大変勉強になり、細く長く

継続したいと思っています。 

 （連載 第 11回） 

Ｑ．昔の農具「キリマンガ」の写真が載った資料を見たい  

Ａ．インターネットで調査したところ、マンガはマグワとも呼ばれ、漢字では「馬鍬」と書くことがわか

りました。トラクターがない昔は、牛や馬に馬鍬を引かせて田んぼの土を耕していたのです。「金沢く

らしの博物館」ホームページによれば、切馬鍬（キリマンガ）とは、掘り起こした田んぼの土をさら

に細かく砕くための道具で、昭和中期頃まで使われていたようです。 

  『写真でみる農具民具』（農林水産技術会議事務局／編 農林統計協会 1988 年）を見ると、 

土の状態や用途に合わせて、各地方でさまざまな馬鍬が開発されてきたことがわかります。 

  『西川町史考 その 9』（西川町教育委員会 1981 年）でも、 

西川地域で使われていた馬鍬がいくつか紹介されていました。 

そのほか、『くらべる 100 年「もの」がたり ３』（新田太郎／

監修 学研プラス 2015年）や、『シリーズ昔の農具 １』（小川

直之／監修 農山漁村文化協会 2013 年）など、馬鍬の写真や

農業の歴史がわかる児童書もご覧いただきました。 

                                   ＜巻図書館 小林＞ 

「金沢くらしの博物館」… https://www.kanazawamuseum.jp/minzoku/index.html 

           

レファレンス（調査相談）事例紹介 

10 年続けるのはたいへ

んだと思った。とても楽

しいので多くの人に参加

してもらいたい。 

西川図書館 

10 周年おめでとうございます。 

我ながら続いたもんだと思います。 

気楽にやっている雰囲気のよい会 

です。ぜひ「ちょっとのぞいてみよ

うかな」でいらしてくださいませ。 

みんなの話を聞くことを

第一にしています。 

読書会のみなさんの話か

らフランスの田園小説家

に出会えました。 



『鳥の巣みつけた』 鈴木まもる／文と絵 あすなろ書房 2002 年 

ある日、主人公はやぶの中で古い鳥の巣を見つけて興味を持ち、調べ始め

ます。鳥の巣の材料、形、巣を作る場所は実にさまざま。２メートルの長さ

に編んだ袋型の巣を作るオオツリスドリや、砂漠でサボテンのとげに囲まれ

た巣を作るサボテンミソサザイなど、世界の鳥の巣全３５種が掲載されてい

ます。鳥の巣研究家である作者の知識と熱い思いが込められた一冊です。 

＜西川図書館 齋藤＞ 

『鳥の観察図鑑 どこでなにをたべているのかな』 （絵本図鑑シリーズ 18） 

             薮内正幸／絵 国松俊英／文 岩崎書店 1998 年 

この本では、普段なかなか見ることのできない鳥の食事の様子を絵で観察するこ

とができます。同じ鳥の仲間でも、草の実から小動物まで食べるものはさまざま

で、その体の特徴や姿も異なっています。たとえば、空中を飛びながら昆虫をとら

える鳥と泥や砂の中の生物をつかまえて食べる鳥とでは、くちばしの形や足の長さ

が違っていることに気づきます。それぞれの鳥の食べ方や体のつくりを比べて読む

とおもしろいです。                 ＜岩室図書館 本間＞ 

 

『ほんわか鳥日和』 叶内拓哉／著 文一総合出版 2015年 

 

「シマエナガ」を知っていますか？ 体長は 14センチ（尾の長さが

7 センチ）ほど。仲間のエナガよりひと回り小さく、北海道のみに生息

している野鳥です。真っ白な体毛とつぶらな瞳が何とも愛らしく、ここ

数年ＳＮＳなどで大変話題になっています。 

野鳥写真家によるこの写真集も、１５センチ四方のコンパクトサイズ。 

大自然の中でいきいきと暮らすシマエナガなど、数多くの野鳥の魅力を 

余すことなく伝えています。         ＜潟東図書館 小林＞ 

 

 
                          

 

 

 

  

 

 

ボランティアの方々の 

素敵な飾りつけにちなんで、 

鳥の本を紹介しています。 

どうぞご覧ください！ 

（貸出できます） 

正面展示コーナー 

風除室外観 



 

 

 

としょかん博士 

西蒲区の本の森 

岩室図書館 

シンボルマーク 
かもんちゃん 

たいぐるま 

リードくん 

定期事業一覧（すべて申込み不要） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 3 月 31 日までお休みします。 

 

西川図書館ブッククラブ 

お気に入りの本を持ち寄って、一緒にお話しませんか？ 

老若男女どなたも歓迎。お気軽にご参加ください。 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2 時 から 4 時 

会場：西川学習館（西川図書館向かい）研修室 

行政書士無料相談会  専門家に相談できるチャンス！ 

相続・遺言・エンディングノートについて、行政書士が相談に応じます。秘密は固く守られます。 

時 間：①午後 2 時から 3 時 ②午後 3 時から 4時 

会 場：西川図書館 

   （個室へご案内します。職員にお声がけください） 

申込み：カウンターか電話（0256-88-0001）で受付。 

    先着順。1度に複数のコマは予約できません。 

 

図書館 おはなしのじかん 対象 赤ちゃんタイム 

西川 毎週火・土・日曜日 午前 11 時 から11時 30分 

乳幼児から 

毎週火曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 

岩室 毎週土曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

毎週土曜日 

午前 10 時 から 正午 
潟東 

第１・３土曜日 午前 11 時 から11時 30 分 

毎週土曜日   午前 11 時 30 分 から 正午 ０から２歳 
（一組 10 分程度） 

巻 
毎週金曜日   午前 11 時 から11時 30 分 

乳幼児から 
毎週金曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 第２・４日曜日 午後 2時 から2時 30 分 

西川図書館 
西蒲区曽根 2046 

TEL 0256-88-0001 

 

○開館日 

・月から木，土曜日：午前 10 時から午後７時 

・日曜日，祝日：午前 10 時から午後５時 

 

○休館日 

・毎週金曜日  ・蔵書点検期間 

・第１水曜日（図書整理日） 

・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

岩室図書館 
西蒲区西中 889-1 

TEL 0256-82-4433 

潟東図書館 
西蒲区三方 10 

TEL 0256-70-5141 

巻図書館 
西蒲区巻甲 4262-1 

TEL 0256-73-5066 

○開館日 

・火から金曜日：午前 10 時から午後７時 

・土，日曜日 ：午前 10 時から午後５時 

○休館日    ・毎週月曜日  ・第１水曜日（図書整理日） 

・祝日（日曜日が祝日の場合は開館、火曜日休館 

    月曜日が祝日の場合は、月・火曜日休館） 

・蔵書点検期間   ・年末年始（12 月 29 日から 1月 3日） 

３月２１日は中止。 

4 月 18日のテーマは無し（自由） 

開催日：（いずれも第２水曜日） 

5 月 13 日，6月 10 日，7 月 8 日，    

9 月 9 日，10月 14 日， 

11 月 11 日，12 月 9日 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため３月はお休みします。 


