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蔵書点検のため休館します 

西川 1/18(水) ～ 1/25(水) 
 西川・巻・岩室の３館は、左の表のとおり順次休館させて 

いただきます。それにともない、休館開始日の 2週間前から

貸出期間が３週間となります。ゆっくりとご利用ください。 

なお、休館中も返却ポストへはお返しいただけます。 

（CD・DVD などのAV資料を除く） 

巻 2/1(水) ～ 2/8(水) 

岩室 2/15(水) ～ 2/22(水) 
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冬のらいぶらりツアー開催中！  

～本の森めぐり in 西蒲区～ 

 西蒲区の図書館で本を借りて、全４館のシールが集まったら 

オリジナルの記念品をプレゼント！ 

返却はどの館でもできますので、お近くの図書館が蔵書点検の間は、 

その機会にぜひ他の館も訪ねてみてください。 

 期間：２月末まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめて訪れる方へ、各図書館が魅力をアピール☆ 

 

  

 
平成 29 年 1 月（隔月発行） 

入浴施設と併設。温まった後は

ゆっくりお過ごしください。 

絵本コーナーは床暖房。手さげ

袋も貸し出します。 ＜潟東＞ 

広々とした空間に 11万冊 

の蔵書。１か月間貸し出せる 

複製絵画もご好評いただいて 

います。    ＜西川＞ 

児童コーナーには楽しい絵本

がたくさん。子育て応援コーナ

ーも充実。ソファでゆっくりお

くつろぎください。  ＜巻＞ 

館内の大きな窓から天神山を 

望めます。景色を眺めてリラ 

ックスしながら読書を楽しみ 

ませんか？    ＜岩室＞ 

記念品のしおりとポストカード 

西川 潟東 

岩室 巻 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

西蒲区図書館 利用者懇談会 （仮称） 

 ご存知でしたか？ 西蒲区は新潟市で一番、図書館施設が充実している区です。各施設を見ると、合併前 

の各町村が図書館を大事なものだと考えていたことがよくわかります。西蒲区の図書館を利用している皆 

さんとざっくばらんにお話ができる会にしようと、内容を検討中です。詳細が決まり次第お知らせします。 

日時：3/4（土） 午後 2:00 ～ 4:00   会場：西川学習館   対象：西蒲区の図書館をご利用の方 

 

西川図書館 読み聞かせボランティア養成講座 

 読み聞かせ経験者のための、ステップアップ講座を開催します。 

日時：2/5（日） 午後１:30 ～ 4:00 

会場：西川多目的ホール      参加費：無料 

対象：図書館、学校、保育園などで読み聞かせ経験のある方。 

   学校図書館の司書、地域教育コーディネーターなど 

   読み聞かせに関心のある方。  先着 50 名 

申込み：1/19（木） 午前 10:00 から 

   電話で西川図書館（0256-88-0001）まで。 

   申し込みの際、以下のどのテーマに関心があるかお聞きします。（グループ分けの参考にします） 

    ①手遊び・わらべうた   ②年齢に合った本の選び方   ③プログラムの立て方 

    ④読み聞かせの方法（抑揚や発声についてなど）  ⑤その他（勉強会についてなど） 

 

潟東図書館 今年もやります！ 本の福袋 
 本が２冊ずつ入った「福袋」を貸し出します。袋にはそれぞれテーマが書かれていて、 

中身は開けてのお楽しみ！ どなたでもぜひご利用ください。 

期間：1/14（土）～ 2/5（日）   対象：子ども向け、大人向けの 2種類を用意 

  

西川図書館 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でさしあげます。 

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：1/28（土）～ 2/4（土）  場所：西川図書館エントランス    

 

としょかん博士 

本年も西蒲区の図書館を 

よろしくお願いします。 

西川図書館の正面入口に、美化ボランティアの 

方々がすてきな繭玉
まゆだま

飾りを作ってくださいました。 

第１部 講演会 

 講師：児玉イツ子さん 

（読み聞かせボランティアグループ代表、 

 国際こども・福祉カレッジ非常勤講師） 

第 2 部 グループワーク 

関心のあるテーマで 

グループごとに話し合い 

なくなり次第終了です。 

お早めにどうぞ。 

岩室図書館でも 2 月下旬に 

予定しています。 



『ニワトリとともに 自然養鶏家 笹村出
いずる

』（『農家になろう』シリーズ ⑩） 

農文協／編 常見藤代／写真 農文協 2014 年 

笹村さんの鶏の卵は、黄身が薄いレモン色。栄養価が高いと黄身の色が濃くなると

思われがちですが、実はそう単純ではありません。腐葉土をついばむ鶏の習性から学

んだ笹村さんは、おからや米ぬかなどを材料に餌を発酵させました。空気に触れず乳

酸発酵した餌は鶏の通じにはたらき、好気性発酵した餌は卵の味につながります。 

 子どもの頃から鶏好きだった笹村さんが培ってきた鶏との関係と、そこから生まれ

る養鶏の様子がうかがえる一冊です。            ＜巻図書館 廣澤＞ 

 

 『日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑』 植田睦之／監修 メイツ出版 2014年 

日本の野鳥 152 種を取り上げ、鳴く時間帯や特徴、場所などを写真とともにわか 

りやすく紹介しています。一例をあげると、メジロは「長兵衛
チョウベエ

、忠兵衛
チュウベエ

、長忠兵衛
チョウチュウベエ

」 

と聞こえるようにさえずるのだそうです。付録のＣＤには「さえずり」や「地鳴き」 

が収録されています。 

 普段よく耳にする鳴き声が、こんな姿の野鳥だったのか！ と感心すること間違い 

なしです。                      ＜潟東図書館 田中＞ 

 

 『白鳥の湖 Japan's Real “Swan Lake”，Photo & Essay』 

本田 清／著 新潟日報事業社 2001 年 

 冬の使者といえばハクチョウ。表紙の雲ひとつない青空を優雅に舞う姿に、とても

清々しい気持ちになります。日本白鳥の会を創始した著者が撮りためた写真や渡り鳥の

生態、鳥屋野潟の歴史について知ることができます。 

 新潟市の『平成 27年度市民ハクチョウ調査報告書』によると、冬に滞在するコハク

チョウの数は全国 1位で１万羽を超えるそうです。身近な風景を未来へつなぐために、

環境保全についても考えさせられます。          ＜岩室図書館 阿部＞ 

 

 『鷹のように帆をあげて』 まはら三桃／著 講談社 2012 年 

 親友を失った中学生の理央は、ある思いを胸に、一羽のタカを飼い始めます。

名前はモコ。同級生の康太の寺の裏庭を借りて訓練を重ね、モコとの信頼関係を

深めていきます。タカを自由に飛ばす鷹匠の女子高生から、感謝して餌のヒヨコ

一羽を与えること、空腹にさせて害鳥のカラスを襲わせること等も教わります。

モコの飛行距離も次第に伸び…… 

 鷹匠という未知の世界に挑む理央の一途な思いに触れる。新年におすすめの 

さわやかな物語です。                ＜西川図書館 甲斐＞  



 

 

 

定期事業一覧（すべて申込み不要です）         

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） 

1 月 21日のテーマは「白」 

2 月 18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 

蔵書点検期間中はお休みです。（１面参照） 


