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地域とつながる図書館 

地域とのコラボによって生まれる、さまざまな事業 

 図書館では地域の皆様と連携・協力したさまざまな事業を行っています。 

 読み聞かせやブックスタートでは、ボランティアの方々の活躍のおかげ 

で、たくさんの子どもたちに絵本の楽しさを伝えることができます。 

 また、地域の歴史や自然を学ぶ講座を図書館と一緒に開催してくださる 

グループもあり、地域の情報を教えていただいて事業を充実させることが 

できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 このような支え合いの中で頼られる存在であるように、これからも 

地域に根ざした図書館づくりに努めてまいります。 

 

西川図書館に「西蒲区の郷土資料」コーナーを作りました  

 郷土資料コーナーから西蒲区の関連資料を選り抜き、特設しました。 

西蒲区内発行の広報紙を綴じたファイルも閲覧できます。 

潟東・巻図書館ではすでに、郷土資料コーナーにそれぞれの地域を 

特集した棚を設けています。岩室図書館も今後特設する予定です。 

 

郷土の調べもの、お手伝いします 

西蒲区の図書館で承るレファレンスには、郷土関連のものが多くあります。 

今年度は以下のようなご質問をいただきました。 

・和納十五夜祭り「棒遣い」の由来は？ 

・明治期の巻の人物、藤田義尚について 

・西川の国文学者、山岸徳平の出身小学校は？  

 
平成 28 年９月（隔月発行） 

図書館では郷土資料の充実に努

めています。利用者の方から寄

贈いただいた資料の中には希少

なものも多く、大変ありがたく

思います。 

小さな疑問でも気軽に

お尋ねください。 

今年度は、中之口地区図書

室の整備を、地域の若者グ

ループ「やっこて」に協力し

ていただきました。 

中之口地区図書室 １階ロビー 



潟東図書館 雑誌リサイクル 
保存期間の過ぎた雑誌のバックナンバーを無料配布いたします。 

お持ち帰りの冊数に上限はありませんが、入れ物は各自ご持参ください。 

期間：10 月 29 日（土）～11月 6日（日） （10/31 と 11/2 を除く） なくなり次第終了です。 

 

 

巻図書館  本の森講座 in巻 

テーマ： 写真をとおして見た郷土 ―角田山周辺の村々の自然と歴史― 

講師：斎藤文夫 さん（NPO 法人福井旧庄屋佐藤家保存理事会理事） 

共催：本の森のなかま・巻（市民有志） 

日時：11/5（土） 午後 2:00 ～ 4:00 

会場：巻図書館 学習講座室 

定員：50 名 

参加は無料。お申し込み不要です。直接会場においでください。 

西川図書館  いっしょがたのしい！ おうちどくしょ in 西川 

西川地区の小中学校で取り組んでいる、うちどく（家読） 

推進事業の一環として、夏休み期間中に児童生徒が記録した 

「うちどく成果シート」を館内に掲示します。 

期間：11 月 5 日（土）～11 月末 

潟東図書館  わたしはだれでしょう？ たね編 

  期間：10 月 22 日（土）～11月 6 日（日） 

  対象：幼児 ～ 小学生 

児童コーナーに貼ってある植物の種を見て、名前を当てるクイズです。 

参加者にはプレゼントをさしあげます。 

 

      西川図書館、秋の装い 

美化ボランティアの方々が、正面入口をすてきに飾り付けて 

くださいました。秋らしく愁いを感じさせる古紙のモビールと、 

読書する女性を描いた小さな絵画です。 

 

寄贈いただいた小さな絵画は、 

館内にも７点展示してあります。これらは貸出できませんが、 

より大型の複製絵画は１か月間貸出できますので、ご利用ください。 

  

 

 

ブックリストの 

本をたくさん 

読んでくれて 

ありがとう！ 

正面入口 

閲覧室 



 

 

 

 

 

 

『月の満ちかけ絵本』 

大枝史郎／文 

佐藤みき／絵 

あすなろ書房 2012 年 

今年の中秋の名月は 9 月 15 日。秋の満月は

くっきりはっきりよく見えるそうです。 

月は約 1 か月かけて満ちかけし、その姿を変

えます。月の形にはひとつひとつ美しい呼び方

があります。この本には、それぞれの呼び方の

由来や、月に関するまめ知識がもりだくさん。 

涼しくなって、空気も澄んでくるこの季節、 

夜空を見上げて月を眺めてみてはどうでしょう。 

2019 年までの月の満ちかけ表つきです。 

 

＜岩室図書館 本間＞ 

 

 

 

 

『芸術がわからなくても 

 美術館がすごく楽しく 

 なる本』 

 藤田令伊／著 

 秀和システム 2015年 

敷居の高いイメージのある美術館ですが、こ

の本では、もっと気軽に楽しむ方法がいくつも

提案されています。 

自分の感性に合う作品が見つかる館内の歩き

方や、自由な発想で鑑賞するコツなどを紹介。

さらに、付帯のおしゃれなカフェでお茶をした

り、庭園を散策するなど、非日常的で落ち着い

た雰囲気を味わえることも大きな魅力です。 

美術館が身近に感じられる一冊です。 

 

＜西川図書館 本間＞  

 

 

 

 

 

 

 

『キャプテンはつらいぜ』 

後藤竜二／作 杉浦範茂／絵 

講談社 2006年 

少年野球チーム「ブラック=キャット」は解散

の危機です。６年生がつぎつぎとやめてエース

の吉野君もやめると言い出しました。 

 そんな弱小チームの新キャプテンに選ばれた

勇は、なんとかしてチームを立て直そうと奮闘

します。 

「野球は全員でやるものだ！」という少年たち

の一生懸命さ、友だちを思う気持ちが伝わって

くる物語です。 

＜潟東図書館 田中＞ 

 

 

 

 

 

 

 

『ずっしり、あんこ』 

 青木玉 ほか／著 

 河出書房新社 2015年 

あんこにまつわる随筆集です。芥川龍之介や 

中村汀女、手塚治虫、内田百閒といった面々が、 

あんこに対する想いをそれぞれ綴っています。 

 その中身は、まんじゅうにおしるこ、あんド 

ーナツにたい焼きなど様々です。中には、「つぶ

あん派かこしあん派かを徹底討論」などという 

ものも。 

 おいしいあんこの魅力がずっしりつまった一冊

です。 

＜巻図書館 山田＞  

  

 



 

 

 

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 

乳幼児から 
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） 

9 月 17日のテーマは、「飛ぶ／跳ぶ」 

10 月 15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。 

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 

NEW！ 対象を広げました 

 


