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「移転開館５周年によせて」
亀田図書館は、江南区文化会館に移転開館してから、この１０月で５周年を迎えるこ
とができました。
ひとえに、ご利用いただいている皆様、図書館ボランティアに関わってくださってい
る皆様、図書館協議会の皆様、地域の皆様など、さまざまな方々に支えていただいたお
かげと、大変感謝しております。
これからもさまざまな形で皆様のお役にたてるよう、また、気持ちよくご利用いただ
けるよう努めてまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
新潟市立亀田図書館
館長 真柄 美和

年表で見る亀田図書館の歩み
昭和 24 年 4 月

亀田町公民館設置 亀田図書館の前身が公民館図書室としてスタート

少しずつ大きくなった亀田図書館
亀田町公民館内の蔵書 500 冊の小さな図書室としてスタートした亀田図書館。当初は亀田町役場
の庁舎内に設置された小さなスペースから始まり、その後独立した公民館内の図書室へ、そして現
在へと、亀田図書館は移転によって規模を大きくしてきました。

平成 7 年 11 月

コンピュータシステムを導入

平成 17 年 3 月

亀田町、横越町を含む近隣 12 市町村が新潟市と合併
合併に伴い亀田町公民館図書室から新潟市立亀田図書館に移行

平成 19 年 4 月

新潟市が政令指定都市になり、区政施行により江南区誕生

9月
平成 24 年 6 月
9月

旧新潟市立図書館とコンピュータシステムや窓口サービスなどを統一
旧亀田図書館閉館
江南区文化会館竣工

住民の声を反映してつくられた亀田図書館
旧亀田町が平成 7 年度に実施した「生涯学習に関する町民の意識調査」の中で、充実を図るべき
施設として最も要望の多かったものが文化会館、3 番目が図書館でした。これはその後、町の総合
計画に、図書館機能を備えた総合的文化施設の建設を検討するという形で盛り込まれ、合併により
新潟市に引き継がれました。
区民や地域の団体などからなる懇談会での検討をもとに、平成 20 年、文化会館の構想がまとめ
られ、図書館を含む文化会館の果たすべき機能や役割、施設づくりの考え方などが示されました。
この後も様々な場面で住民の皆さんの意見を取り入れながら建設計画が進められ、江南区文化会
館は平成 22 年に着工、24 年 9 月に竣工しました。

10 月

11 月

亀田図書館

移転開館

江南区の中心図書館に位置づけ
市民との協働による図書館運営に向け、図書館協議会設置
特別コレクション室設置 江南区の特色ある文化である俳句資料を約 5,000 点所蔵
AV（CD・DVD）資料の取り扱い開始、情報コーナー（インターネット利用）設置
「おはなしのじかん」開始 平成 28 年度までに 215 回開催、延べ約 2,500 人参加
新築移転記念 蒲原宏さん講演会「俳句の里 亀田郷と俳人たち」開催
以後、俳句をテーマに講演会を計 5 回実施

平成 25 年 6 月

「かめだ図書館だより」創刊号刊行 以後、年 4 回発行

平成 26 年 11 月

「中学生俳句作品展」初開催

平成 27 年 1 月

「赤ちゃんタイム」開始、子育て支援コーナー設置

10 月
平成 28 年 10 月

セルフ貸出機設置
「おはなしのじかん」スタンプカード開始

これからも亀田図書館は次のことを重点にがんばります！

レファレンス(調査・相談)サービス
などによる生活課題や
地域課題解決のお手伝い

おはなしのじかんや
赤ちゃんタイムの実施など
子どもの読書活動の推進

俳句資料や江南区郷土資料の
収集・保存と活用

ボランティアや
地域団体などとの協働

亀田図書館 移転開館 5 周年
お祝いメッセージ
利用者やボランティアの皆さんからお祝いメッセージをいただきました！
5 年で地域になじんだ図書
館になったと思います。こ
れからも頑張ってほしいで
す。（ボランティア）

移転開館した 5 年前は期待以上に
立派な図書館ができたと思いま
した。これからもどんどん利用し
て、応援します！
（図書館協議会委員）

妊娠中から図書館に通い始
めました。おはなしのじか
んをいつも楽しみにしてい
ます。
（利用者）

建物がきれい！図書館
の雰囲気も、利用者や職
員の雰囲気もとっても
いいですね。（利用者）

たくさん本があってい
い！他の図書館の本を
取り寄せできるのも便
利です。
（利用者）

移転前は市内 19 館で 14 番目だった貸出冊数が今では 3 番目になるなど、移転前後で大
きく利用が伸びています。この変化をデータで見てみましょう。

蔵書数

81,224冊

年間貸出冊数

344,517冊

年間貸出人数 89,935人

（図書のみ）

45,538冊

96,690冊

約 1.8 倍

25,649人

約 3.6 倍

移転前

現在

（平成 24 年 3 月） （平成 29 年 3 月）

移転前

（平成 23 年度）

約 3.5 倍

現在

（平成 28 年度）

移転前

施設もビッグに
移転前

延床面積
書架延長
駐車台数
閲覧席数

201 ㎡
0.7km
40 台
16 席

移転後

延床面積
書架延長
駐車台数
閲覧席数

現在

（平成 23 年度） （平成 28 年度）

894 ㎡
2.1km
158 台
96 席

秋の読書週間事業のご案内
※講演会を除き、事前の申込は必要ありません。

開館 5 周年記念亀田図書館講演会

「江南区の砂丘の地理と歴史」
～砂は崩れ、また山となる～

あの
タモリさんも
歩いた

江南区にも広がる新潟砂丘。
「砂崩」や「砂
山」などユニークな地名の由来や、砂丘列
の地理的背景、亀田郷の歴史などに、テレ
ビ番組の裏話も交えつつ迫ります。
日時 11 月 23 日（木・祝） 13:30～15:30
会場 江南区文化会館 多目的ルーム
講師 新潟市歴史博物館
学芸員 小林隆幸さん
申込 10 月 25 日（水）から
市役所コールセンターへ（先着 80 人）
☎025-243-4894
（年中無休／8:00～21:00）

江南区中学生俳句作品展
区内中学生の若々しい感性が、17 文字に
輝きます。
日時 11 月 2 日（木）～11 月 23 日（木・祝）
10:00～19:00
（金曜日休館、日・祝は 17:00 まで）
会場 江南区郷土資料館

読書ノート配布

雑誌リサイクルフェア
図書館での保存期間を終えた、平成 26 年以
前発行の雑誌などをお分けします。
先着順で 1 人 10 冊まで持ち帰ることができ
ます。事前のご予約、お取り置きはできません。
日時
会場

10 月 22 日（日） ９:30～11:30
江南区文化会館 多目的ルーム

おはなしのじかんスペシャル
絵本の読み聞かせや昔語りを行います。
期間中、2 回参加すると図書館からプレゼン
トをお渡しします。
会場

亀田図書館

日にち
●10/29（日）
●11/4（土）
●11/8（水）
●11/11（土）
☆11/12（日）
●11/18（土）
●11/22（水）
●11/26（日）

おはなしのへや

時 間
11:00～11:30

10:30～11:00

10:30～11:15
10:30～11:00
11:00～11:30

●絵本の読み聞かせ

☆昔語り

10 月 28 日（土）配布開始、大人向け読書ノート 150 冊なくなり次第終了

子ども向け・大人向けの読書ノートを図書館カウンターでお配りします。
読んだ本の数だけ色を塗ったり、本の感想を書いたりして、読書の記録にお使いください。
子ども向け読書ノートはすべて記録すると、るーぽんシールをお渡しします。

貸出カードの更新をお願いします
○貸出カードは、4 年ごとに更新手続きが必要です。有効

CD・DVD が
利用しやすくなりました

期限が切れると、貸出・延長、予約、図書館ホームペー

○貸出期間の延長が可能になりました。

ジ「My ライブラリ」の利用ができなくなります。

○黒埼図書館で取扱いを始めました（所蔵はあり

○更新の時期になりましたら、カウンターでお知らせしま

ません）
。

すので、手続きをお願いします。その際、現住所が確認
できるものをお持ちください。(運転免許証・保険証・
郵便物

等)
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