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テレビで見た「砂糖と塩で漬ける梅干し」の作り方を知りたい 

砂糖・塩・酢で漬ける「さしす梅干し」は、NHKテキスト『きょうの 

料理』2016 年 6 月号の掲載でしたが、貸出中でした。 

 そこで類似のレシピを調査し、データベース『ルーラル電子図書館』や 

10 冊以上の本から、ようやく『はじめての漬け物と梅干し 決定版』 

（石澤清美／著 主婦の友社 2011年）に、砂糖と塩で漬けるレシピを 

見つけました。 

いろいろと奥深い梅干しの世界。新しい味にチャレンジしたい方は、 

図書館の本からヒントを探しませんか？       ＜巻図書館 岡村＞ 

弥彦神社の特殊な礼拝法とは？ また、同様の礼拝をする神社は？ 

『まっぷる新潟・佐渡‘17』（旺文社）によれば、弥彦神社は拍手が通常より 2回多い「二礼四拍手一礼」。 

それとインターネット検索で得た情報を手がかりに、文献資料を探しました。 

 特殊な礼拝法としては弥彦神社が紹介されていないものが多かったのですが，その中で 

ようやく『神社』（三橋健／著 日東書院本社 2011 年）に「出雲大社や宇佐神宮、弥彦 

神社などは『二礼四拍手一礼』になる」という記述を見つけました。 

 弥彦神社にお参りの際は試してみてくださいね。   ＜潟東図書館 宗村＞ 

第76 号 

 

 

 

 

 

困ったときは図書館へ ～レファレンス特集号～ 

レファレンス（調査相談）サービスとは？ 

 司書が調べものをお手伝いします。次のような問題や、さまざまな課題の解決に図書館は役に立ちます。 

 

 

 

 

 

所蔵資料だけでなく，インターネット上のデータベース等も使って，役立つ資料をご紹介します。 

お求めの資料がない場合は、協力機関から借り受けたり、情報照会を求めることができます。 

新潟市は、「ネットワークを活かした課題解決型図書館」を目指しています。 

こんな調べものがありました 

    

 
平成 28 年 11 月（隔月発行） 

昔読んだ絵本…あらすじは覚えて 

いるけど、なんて題名だっけ？ 

郷土史の情報が 

見つからない… 

調査に用いた資料 

趣味／ビジネスを 

新しく始めたい！ 



西蒲区の４図書館で実施します！ 冬のらいぶらりツアー 

西蒲区の図書館で本を借りてシールを集めます。 

４館分のシールを集めるとオリジナルグッズをプレゼント！ 

期間：12/14（水）～ 2/28（火） 

 

巻図書館 クリスマスのかざりづくりとおはなし会 

絵本の読み聞かせの後で、クリスマスの飾りを作ります。 

日時：12/4（日） 午後１:30 ～ ３:30 

対象：３歳 ～ 小学生（親子で参加も可） 当日先着 30 名 

申込み：不要     参加費：無料 

 

西川図書館  

クリスマスの歌や、世界の国々の歌を楽しみましょう。 

日時：12/18（日） 午後 2:00 ～ 4:00 （1:30 開場） 

会場：西川多目的ホール      対象：３歳以上向け 

参加費：500円（3歳未満のお子様は無料） 

申込み：新潟市役所コールセンター（TEL：025-243-4894） 

受付時間：午前 8:00 ～ 午後 9:00 12/11（日）まで （席に余裕があれば当日も会場で受付します） 

 

潟東図書館 クリスマス会 
クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせと、雪の舞うスノードームを作ります。 

日時：12/18（日） 午前 10:00 ～ 11:30 

会場：潟東ゆう学館２階 第２研修室 

対象：幼児 ～ 小学生（就学前の児童は保護者同伴）先着１５名 

参加費：材料費 200 円 

申込み：12/1（木）から受付開始 

    潟東図書館（TEL：0256-70-5141）まで 

 

岩室図書館  ガチャガチャ福袋 「ガチャ本」 

ガチャガチャをひいて、カプセルの中の番号の本を借りよう！  

期間：1/5（木）～ 2/14（火） 

対象：幼児 ～ 小学生     申込み不要 

 

なんの本かは、 

借りてからの 

お楽しみ！ 

本はどの館でも返却できます。 

お近くの図書館からスタート！ 



今回はレファレンス特集として、質問に答えるかたちで役立つ資料をご紹介します。

 

 

 

 

 

 

『作家の収支』 

森 博嗣／著 

幻冬舎 2015年 

 小説家にはどれくらいの収入があるのでしょう？ 

原稿料、印税、その他雑収入について。一方、支出

の面ではどれくらいかかるのか？ 網羅的かつ具体

的に知ることができます。 

 あくまで著者自身のデータではありますが、なか

なか知ることのできない作家の世界を垣間見ること

ができ、興味深い内容です。 

        ＜岩室図書館 齋藤＞ 

 

 

 

 

 

 

『潟東村誌』 

潟東村誌編さん室／編 

潟東村 1989年 

 カモ猟が盛んな潟東地区では、毎年 11月 15日 

に猟が解禁になるのにちなんで、12月に「かもん！ 

カモねぎまつり」が開催されます。まつりでは寸劇

形式で猟の実演が行われ、名物のカモ汁を味わおう

と多くの人でにぎわいます。 

 村誌には、昔鎧潟があったころ実際にカモ猟をし

ていた村人の話が載っています。 

＜潟東図書館 高島＞ 

 

 

 

 

 

『はじめてのネットショップ 

 オープン BOOK』 

（お店やろうよ！シリーズ） 

 バウンド／著 

 技術評論社 2010 年 

 はじめてインターネットでお店をやってみたい、

という人向けにノウハウをわかりやすく解説した本

です。「仕入れて売る」「つくって売る」など、カテ

ゴリ別に紹介されていて、ネットショップをやって

いる方の実例がたくさん出てきます。 

 開業資金や決済の方法など、あまり知ることので

きない情報も含めて、運営の全体像が見えてきま

す。 

＜巻図書館 廣澤＞ 

 

 

 

 

 

『よくわかる気象・ 

 環境と生物のしくみ』 

（理科年表シリーズ） 

 国立天文台／編 

 丸善 2010年 

 ことわざの「亀は万年」ほどではありませんが、

200 年近く生きるガラパゴスゾウガメは陸上動物で

最長と言われています。しかし 2007 年に発見され

た「ある動物」は、なんと 400 年も生きていたこ

とがわかったのです！ 

 小学生には少し難しめの文章かもしれませんが、

豊富な写真やイラストで科学の興味にとことん応え

てくれるシリーズです。 

＜西川図書館 長谷川＞ 

インターネットで 

お店を開きたい！ 

昔のカモ猟について 

調べているのですが… 

小説家の収入って 

どれくらい？ 

カメより長生きな 

動物っているの？ 

一般  郷土 

ビジネス  児童 



 

 

 

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 

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 

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） 

11 月 19日のテーマは、 

「知らなかったなあ」（感心する本） 

12 月 17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 


