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今年度から紙面をリニューアルし、隔月で発刊します。皆さまのご意見ご感想をお寄せください。  

 
平成 28 年５月（隔月発行） 

 
 素敵に飾りつけされた

エントランスと、明るく

広々とした館内。 

 

「この本面白かったよ」など、利用者の皆さんとのコ

ミュニケーションが多く見られます。温かい会話に、

自然と笑顔になります。 

    三富（白根図書館から） 

 
閲覧室の奥には、

どなたでも利用可能

な和室があります。 

 

時には畳の上で開放感に浸りながら、くつろいだ気分

で本に親しむ、そんな時間を過ごさせてくれます。 

吉田（江南区社協から） 

 

 
 閲覧室は書棚が低く開放的な雰囲気。 

 

新刊コーナーや展示

スペースは、どこも

かわいい飾り付けが

されています。 

宗村（岩室図書館から） 

  
明るくゆったりとした空間が特徴です。 

 

こちらの雑誌コーナーで

は、利用者の方々にくつ

ろぎのひと時を過ごして

いただいています。 

 三富（豊栄図書館から） 

 

利用者の皆さんと

職員との距離が近

くて、温かい雰囲気

ですね！ 

周囲の緑が日差し

を遮り、癒しの空

間を優しく演出し

てくれます。 

カウンター 

和室 

外観 

閲覧室 

雑誌コーナー 
展示スペース 

手さげ袋 

児童コーナー 
貸し出せる手さげ袋

があるのは新潟市立

図書館ではここだ

け！資料と一緒にお

返しください。 

新任職員が見つけた 
西蒲区図書館の魅力！ 

親子並んで絵本を楽し

める、児童コーナーの

ソファー。オレンジ色

であったかい雰囲気で

す。 



赤ちゃんタイムが全館でスタート 

4 月から岩室・潟東・巻図書館で赤ちゃんタイムが始まりました。西川（昨年 4月から開始）も 

含め、西蒲区全館で取り組んでいます。赤ちゃんタイムの詳細については次ページをご覧ください。 

返却ポストが２４時間利用可能になりました 

西蒲区の図書館で、開館中でも返却ポストに本が返せるようになりました。ただし、CD・DVD や

大型絵本、相互貸借の本は入れることができません。また、ポストに入れてもすぐには返却処理がされ

ないため、当日に他の資料を借りる場合は、ポストへは入れずにカウンターへお返しください。 

キッズページを公開中！ 

 新潟市立図書館のホームページに、子ども向けのコンテンツを特集したキッズページができました。 

本を探したり、ブックリストやイベントカレンダーを見ることができます。おうちの方向けのページも

あります。 

おはなしのじかんが変わりました 

おはなしのじかんが西川・巻図書館で一部変更となり、潟東図書館では新しい時間帯を追加しました。 

西川 毎週日曜日 午後 2:00 から  →  毎週日曜日 午前 11:00から 

巻 毎週金曜日 午後 4:00 から  →  毎週金曜日 午前 11:00から 

潟東 毎週土曜日 午前 11:30から を新しく追加（０～２歳対象） 

ますます充実したおはなしのじかん。はじめての方も、この機会にぜひご参加ください。 

こどもの読書週間のイベント 

こどもの読書週間（４月 23 日から）に行っているイベントの一部をご紹介します。 

西川図書館  巨大なおさかなプロジェクト 
「あつまれ！スイミーとなかまたち」  

 来館された皆さんに、折り紙でおさかなを折っていただき、集めています 

（5 月２９日まで）。集まったおさかなは 6 月ごろ玄関に飾り付ける予定です。 

レオ=レオニ作『スイミー』の巨大なおさかなが図書館に現れます！ 

巻図書館  君も図書館で名探偵！ スペシャル 

図書館の中をめぐってクイズに答えてもらいます。 

読書週間中だけのスペシャル問題もあります（5月 31 日まで）。 

小学生のみなさんのチャレンジをお待ちしています！ 

  

 

 

予約不要です。お申し込み

はカウンターまで。 



今年度より西蒲区の図書館４館で「赤ちゃんタイム」 

を実施しています。この時間帯では赤ちゃんの泣き声など

について他の利用者の方々にご理解をお願いしています。

また、各図書館のおはなしコーナーでは、この時間帯は赤

ちゃんの水分補給ができます。 

 

 赤ちゃんタイムに合わせて、職員による「おはな

しのじかん」も開催しています（時間は次ページ）。

西川図書館では毎回２、３組の親子が参加され、絵

本の読み聞かせや手あそびなどを楽しんでくださっ

ています。 

申し込み不要ですので、どうぞ図書館で楽しい親

子の時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図書館 あかちゃんタイム 

西川 毎週火曜日 午前 10:00 ～ 午後 1:00 

岩室 
毎週土曜日 午前 10:00 ～ 正午 

潟東 

巻 毎週金曜日 午前 10:00 ～ 午後 1:00 

※ この時間帯以外でも、どうぞ赤ちゃんと一緒に 

図書館へおいでください。 

昨年度末、子育て応援アプリに役目を引き継ぎ、惜しまれつつ終了した情報交流サイ

ト『にいがたっ子ひろば』の冊子版です。「楽しむ・遊ぶ・学ぶ」をテーマに、お子様

連れ歓迎のお店や施設を数多く紹介しています。離乳食のレシピや、助産師による『ひ

と口メモ』も掲載。心温まる体験談からは、子どもを育む優しい街のイメージが伝わっ

てきます。一部古くなった情報も含みますが、まだまだお役立ちの一冊です。 

                          ＜西川図書館 長谷川＞ 

 

季節ごとに採れる野菜や果物を使って、親子でお料理してみませんか？ 夏に採れ

るトマトやきゅうりは、体の余分な熱を取ってくれます。梅干しは夏の疲れを取って

くれる代表的な保存食です。そんな事を親子で伝えあいながら作り、季節を味わいた

いですね。シリーズで春夏秋冬 4 冊ありますので、1 年中楽しめますよ。 

＜岩室図書館 齋藤＞ 

『季節をたべる 夏の保存食・行事食』 濱田 美里／著 藤田 美菜子／絵 アリス館 2014 年 

女の子がはらっぱでバッタを捕まえようとすると、ぴょんと逃げられてしまいます。

カエルやカメなどにも逃げられてしまいます。でも、じっとしていると次々と戻ってき

ました。女の子と生きものたちとの交流をお日さまが優しく見守る、おだやかであたた

かな絵本です。                      ＜潟東図書館 高島＞ 

『わたしとあそんで』 マリー・ホール・エッツ／ぶん よだ じゅんいち／やく 福音館書店 1968 年 

『にいがたっ子ひろば』 にいがたっ子すこやか未来市民委員会情報部会／編 2007年 

西川図書館 おはなしコーナー たのしい 

手あそび・ 

布あそびで 

ごきげん♪ 



 

 

 

定期事業一覧（すべて申込み不要です）        ※「幼児」はおよそ３歳以上とお考えください。 

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？ 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2:00 ～ 4:00 

会場：西川学習館 ２階研修室  

西蒲区の本の森 

図書館 おはなしのじかん 対象 あかちゃんタイム 

西川 

毎週火曜日   午前 11:00 ～ 11:30 乳幼児から 

毎週火曜日 

午前 10:00 ～ 午後 1:00 
毎週土曜日   午後 2:00 ～ 2:30 

幼児から 
毎週日曜日   午前 11:00 ～ 11:30 

岩室 第 2・4 土曜日 午前 11:00 ～ 11:30 
乳幼児から 毎週土曜日 

午前 10:00 ～ 正午 潟東 第１・３土曜日 午前 11:00 ～ 11:30 

毎週土曜日   午前 11:30 ～ 正午 ０～２歳 

巻 
毎週金曜日   午前 11:00 ～ 11:30 乳幼児から 毎週金曜日 

午前 10:00 ～ 午後 1:00 第２・４日曜日 午後 2:00 ～ 2:30 幼児から 

  
西川図書館  

西蒲区曽根 2046 

TEL 0256-88-0001 

○開館日 

・月～木，土曜日：10:00～19:00 

・日曜日，祝日：10:00～17:00 

○休館日 

・金曜日 

・第１水曜日（図書整理日） 

・蔵書点検期間 

・年末年始（12/29～1/3） 

     

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～金曜日：10:00～19:00 

・土，日曜日：10:00～17:00 

○休館日 

・月曜日     ・第１水曜日（図書整理日） 

・祝日（日または月の場合、火も休館。ただし 5/3 と 11/3は開館） 

・蔵書点検期間  ・年末年始（12/29～1/3） 

詳しくは前ページ 

5 月 21日のテーマは 「親」 

6 月 20日はテーマ無し（自由） 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 

NEW 

かもんちゃん 
たいぐるま 

リードくん 

岩室図書館 

シンボルマーク 

としょかん博士 


