
 

昔話などを聞き、耳から味わうお話の 

世界を楽しみましょう。 

語り手：豊島京子さん ほか 

日時：11/15（日） 

14：00～15：00 

対象：小学生 ～ 一般 

 

 

 保存期限の過ぎた雑誌などを無料でお譲りします。 

なくなり次第終了させていただきます。 

お持ち帰り用の入れ物は、各自でご持参ください。 

 

 

 

10種類の身近な花の名前を当て

ましょう。参加者にはプレゼント

をさしあげます。 

期間：10/24(土) ～ 11/8(日) 

対象：幼児 ～ 小学生 

 今回の特集は、西蒲区の４図書館のご紹介です。西蒲区は新潟市で最も図書館が充実

しています。読書週間行事へのご参加と併せて、ぜひ「読書の秋」をお楽しみください。 
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会場 実施日 冊数の上限 

潟東 

図書館 

10/31(土) ～ 11/8(日) 

(11/2 と 11/4 を除く) 
なし 

巻図書館 11/15(日) 
お１人様 

10 冊まで 

会場 日時 内容 

西川 

多目的 

ホール 

11/14(土) 

14：00 ～ 15：30 

 

お申込み…西川図書館 

（0256-88-0001） 

講師：岡村 鉄琴 先生  

（新潟大学教育学部教授） 

新潟を代表する２人の文人にスポットを当て、生い立ち、功績等を通じ、

広く人物像を解説。旧西蒲原郡と関わるエピソードもご紹介いただきます。 

巻図書館 

11/28(土) 

14：00 ～ 15：00 

お申込み…巻図書館 

（0256-73-5066） 

講師：藤田 久 先生 

 

角田山の魅力をスライドと共に解説。自然事情についても語って 

いただきます。花のフォトカードをプレゼント！   対象：中学生以上 

第 71 号 

地域の歴史・自然について 

楽しく学べる講座です。 

潟東図書館 

わたしたちの名前、 

いくつわかるかな？ 

巻図書館 

潟東・巻図書館 

（NHK 文化センター新潟教室講師） 



 

 

・各館にインターネット閲覧席を設けています。また、Wi-Fi 環境が整っておりますので、 

お持ち込みのパソコン、タブレット、スマートフォンでもインターネットに接続可能です。 

広々とした空間が魅力の、西蒲区の中心館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校図書館支援図書コーナーでは、小中学校の教科書も貸出して

います。また、毎月第 3 土曜日は、読書会を開催しますので、興味

をお持ちの方はぜひご参加ください。 

 

 

所在地：西蒲区西中 889-1 

電話：0256-82-4433 駐車場：120 台（障がい者用 5 台） 

開館時間：火～金…10:00～19:00 土・日…10:00～17:00 

ゆったりくつろげる、あなたの書斎 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月 8 日から児童コーナーに「子育て応援コーナー」が 

できました。妊娠、出産、育児等の本や雑誌を揃えています。 

赤ちゃんやお子さんとご一緒にぜひお越しください。 

 

所在地：西蒲区曽根 2046 

電話：0256-88-0001 駐車場：77 台（障がい者用 2 台） 

開館時間：月～木・土…10:00～19:00 日・祝…10:00～17:00 

蔵書冊数 AV 資料 雑誌 閲覧席 

109,178 冊  2,141 点 95 誌 175 席 

蔵書冊数 AV 資料 雑誌 閲覧席 

75,650 冊  1,560 点  69 誌 71 席 

お部屋の雰囲気づくりに 

複製絵画は大好評！ 

１か月間お借りいただけます。 

床面積が広く、本棚が低いため 

館内はとても見晴らしが良いです。 

市内で唯一、複製絵画（全 80 点） 

の貸出を行っています。 
としょかん博士 

岩室図書館 

シンボルマーク 

吹き抜けの天井、たくさんのソファ！ 

ゆったりと読書が楽しめます！ 

児童コーナーは 

親子でくつろげます。 

おはなしのじかん：火曜 11：00～／土・日曜 14:00～ 

おはなしのじかん：第２・４土曜 11:00～ 

岩室温泉から車で 10 分！ 

温泉の行きや帰りにも 

ご利用ください。 



・各館で、乳幼児を対象とした絵本の読み聞かせ会「おはなしのじかん」を行っています。 

申込み不要ですので、どうぞお気軽にご参加ください。 

・お借りになった本は、どの新潟市立図書館でも返却できます。CD・DVD は AV 資料取扱館へ、

絵画は西川図書館へご返却ください。 

おしゃれでコンパクト、使い勝手のよい図書館 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊かな自然に囲まれた抜群の環境です。「園芸コーナー」「パソコン

関連コーナー」「子育て応援コーナー」と展示も充実！読みたい本を 

さがすお手伝いもします。快適な読書をお楽しみください。 

 

 

所在地：西蒲区巻甲 4262-1 

電話：0256-73-5066 駐車場：44 台（障がい者用 3 台） 

開館時間：火～金…10:00～19:00 土・日…10:00～17:00 

巻駅から徒歩 10 分、魅力的な資料と交流のスペース！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域内に高校が２校あり中高生の来館も多く、活気のある図書館

です。「明るい未来へ」、「人に出会う・生き方にふれる」をキーワ

ードにした、ヤングアダルト向け展示にも注目を！ 

                  

 

所在地：西蒲区三方 10 潟東ゆう学館 1 階 

電話：0256-70-5141 駐車場：47 台（障がい者用 2 台） 

開館時間：火～金…10:00～19:00 土・日…10:00～17:00 

蔵書冊数 AV 資料 雑誌 閲覧席 

29,589 冊  1,892 点  48 誌 30 席 

蔵書冊数 AV 資料 雑誌 閲覧席 

48,159 冊  1,122 点  74 誌 61 席 

旧巻町を含む郷土資料が豊富。

地域に密着した資料を集め、 

職員が親切にガイドします。 

どんな「？」（疑問）も、 

気軽にお声掛けください。 

お風呂が併設された

図書館は、市内でも

ここだけ！ 

ゆったり、のんびり

おすごしください。 

さがしやすい案内とかわいい展示が、

本の世界へ誘います♪ 

ここでしか借りられない、 

掘り出しＤＶＤあります☆ 

 
かもんちゃん 

たいぐるまリードくん 

児童・子育て応援コーナーでは子どもの本

と子育て関係資料を、ゆったりと選べます。 

館内３か所にあるテーマ展示架では 

季節や行事に関連した本を紹介。 

おはなしのじかん：金曜 16:00～／第 2・4 日曜 14:00～ 

おはなしのじかん：第 1・3 土曜 11:00～ 



図書館ボランティアの皆様に 
ご活躍いただいています。 

西川図書館の正面玄関は紅葉真っ盛りです！ 

美化ボランティアの方々がイチョウやカエデを

手作りし、飾ってくださいました。色とりどりの

葉が風に揺れる様子は、まるで本当の落ち葉のよ

うです。 

 図書館では他にも読み聞かせや書架整理など、

様々なボランティアの方々にご協力いただいてい

ます。温かいご厚意に、心より感謝申し上げます。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『お弁当。アンソロジー』  

阿川 佐和子ほか／著 阿部 了／写真 

 パルコエンタテインメント事業部 2013 年 

 41 人の作家たちの「お弁当」への思いを込めた随筆集です。風呂敷包みをひろげて塗りの弁当箱をあけ

れば、色とりどり鮮やかなおかずの数々。阿川弘之は、このこだわり弁当を意外な場所で食べます。また、

娘の阿川佐和子の、かつおぶしを削ってお醤
しょう

油
ゆ

に浸して作る阿川家特製『かつぶし弁当』の話が、これまた

おいしそう。読むだけで食べたくなりますし、他人のお弁当は気になるものですね。 

＜潟東図書館 田中＞  

 

『かわいい琳
りん

派
ぱ

』 三戸 信惠／著 東京美術 2014 年 

 ころんと丸っこい形や、おどけた振る舞いは、思わず頬がゆるんでしまいます。尾形光琳により大成した

日本画の琳派。そのなかで有名な曲線を重ねた流水や、俵屋宗達のおおらかで愛らしい子犬の絵など「かわ

いい」ポイントを詳しく解説しています。数百年前から「かわいい」が受け継がれてきました。さあ芸術の

秋、美術館へ出かけて本物に出会おう。                   ＜潟東図書館 高島＞ 

 

『焼いたサカナも泳ぎだす ―映画『阿賀に生きる』制作記録』 

 映画『阿賀に生きる』製作スタッフ／著 村井 勇／編 記録社 1992 年 

今年は新潟水俣病認定から 50 年、映画『阿賀に生きる』が作られて 23 年の年。阿賀野川近くの家に住み

込み、４年かけて撮られた映画の背景が、写真とともに紹介されています。「阿賀が増水すれば、ヤツメ（ウ

ナギ）が上ってくる」など、季節とともに変わる川と、そこで暮らす人たちの姿が浮かんできます。 

                                      ＜巻図書館 廣澤＞ 

発行： 新潟市立西川図書館 平成 27 年 10 月 29 日 

〒959-0422 新潟市西蒲区曽根 2046 

電話：0256-88-0001   FAX：0256-88-2458  

URL：http://www.niigatacitylib.jp/  

携帯用 URL：http://opac.niigatacitylib.jp/k                PC・スマートフォン用     携帯電話用 
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