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カード更新手続きのお知らせ 

 貸出カードは４年ごとに更新が必要で、有効期限日の３か月前から 

更新の手続きができます。現住所が確認できるもの（運転免許証、 

保険証、ご自身宛の郵便物など）を図書館にお持ちください。 

 貸出カードには次回期限日のシールを貼り、継続して使用します。 

平成 29 年 8 月から、貸出カードの有効期限が切れると以下の 

サービスが利用できなくなりますので、ご注意ください。 

 ・資料の貸出、延長、予約 

・図書館ホームページ内の「My ライブラリ」の利用 
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夏休みは親子で図書館へＧｏ！ 
「うちどく」ブックリスト 

 読書を通じて家族のつながりを深め合う「うちどく」を、昨年度は西川地域で 

実施。今年度は潟東地域も加わりました。小中学校の先生方や地域の方々から 

おすすめの本を紹介していただいたブックリストを、 

各図書館で配布します。ぜひご利用ください。 

楽しいイベントがいっぱい！ 
 子どもも大人も一緒に楽しめるイベントを企画しています。 

としょかん探偵局
たんていきょく

 
 子どもたちの夏休みの課題解決を、図書館司書がサポート！ 

自由研究や工作の資料、感想文のおすすめ本など、役立つ本 

探しをお手伝いします。お気軽にご相談ください。 

期間：8/31（木）まで 

涼しい環境で快適な読書をお楽しみください 
 図書館はコミュニティオアシス（家庭の節電のために 7 月から 9 月の間、積極的な 

利用を促している公共施設）に指定されています。みなさんの憩いの場として、 

図書館へお立ち寄りください。 

  

 
平成 29 年 7 月（隔月発行） 

貸出カード 

ご同伴の保護者の 

住所確認ができれば 

お子様のカードも 

更新できます。 

次のページで 
詳しく紹介 

３ページ目で 
過去の例を紹介！ 

岩室  夏のガチャガチャ福袋 

潟東  おはなし会スペシャル 

西川  サマーコンサート 

巻  ふしぎでこわ～いおはなし会 



   
 

岩室図書館 

 夏のガチャガチャ福袋『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！ 

なんの本かは、借りてみてのお楽しみ！ 

期間：7/2２（土）～ 8/31（水） 

対象：どなたでも  申し込みは不要です 

 

潟東図書館 

 おはなし会スペシャル in 夏休み 

絵本のよみきかせをしてから、紙折り染めのうちわを作ります。 

道具は図書館で用意いたします。汚れてもよい服装でお越しください。 

日時：８/５（土）午前 10：30 ～ 正午 

対象：幼児～小学生   定員：先着 15名 

7/6（木）午前 10：00から受付を開始します。お申し込みは潟東図書館（0256-70-5141）まで。 

 

西川図書館 サマーコンサート （共催：新潟オペラスタジオ） 
日本の歌、世界の歌、まじめな曲、ゆかいな曲……子どもも大人も一緒に、歌って聴いて、楽しもう！ 

会場：西川多目的ホール（図書館と同じ建物内にあります） 

 

 

 

 

西蒲区の 4図書館では未精算チケットをお渡しします。当日、受付にて 

お支払いをお願いします。全席自由です。（当日チケットもございます） 

 

巻図書館 ふしぎでこわ～いおはなし会 

ふしぎなおはなし、こわ～いおはなしの絵本を 

よみきかせします。子どもも大人も一緒に 

楽しめるおはなし会です。 

日時：８/6（日）第１部 … 午後 2：00 ～ 2：30（３歳～小学 2年生向け） 

第２部 … 午後 2：30 ～ 3：00（小学３年生以上向け） 

申し込みは不要です。（保護者は両方の部に参加できます） 

 

定例のおはなし会も合わせて開催しています。詳しくは最終ページをご覧ください。  

夏は楽しいイベントがいっぱい！ 

日時：8/6（日） 

午後 1：30 開場 

 2：00 開演  

 4：00 頃 終了予定 

料金：大人  1,000円 

   小学生  500 円 

   未就学児  無料 

 

ガチャガチャの機械は 

ダンボールで作りました。 

作り方が載った本も 

貸出しています！ 

岩室図書館 カウンター 

暑い夏、図書館で 

涼しくなりましょう！ 



こんな相談、いただきました （連載 第１回） 

Ｑ．学校の自由研究で「花ことば」を調べています。たくさん載っている本はありますか？ 

Ａ．児童向けの資料では、花ことばにまつわる物語はあっても、図鑑は 1983 年の古いものが他館に１冊 

あるのみでした。「ちょっと難しい本でもいいですか？」と確認した上で、一般書の「園芸」コーナーへ

ご案内。何冊かご紹介したところ、『美しい花言葉＊花図鑑』（二宮孝嗣／著 ナツメ社）と、 

『花ことばの手帳』（夏梅陸夫／著 ブティック社）の２冊が目的に合っていました。 

しかし中には「清楚」「勇壮」「望郷」など、小学生には聞き慣れない言葉もいくつか… 

「読み方はお家の人にきいてね。意味は国語辞典を引いて調べよう。がんばって！」 

と、励ましの言葉を送りました。           ＜西川図書館 長谷川＞ 

 

 

『Let's enjoy ORIGAMI 動物折り紙をたのしもう！』 こどもくらぶ／編 今人舎 2013 年 

 トラやパンダ、ホッキョクグマなど、様々な動物折り紙の折り方が紹介されて

いる本です。一枚の折り紙で作るものから、二枚の折り紙を組み合わせて作るも

の、市販の折り紙よりも大きい紙で作るものなど、折り方は様々です。 

 また、折る動物の特徴や生息地域、推定生息数なども書かれており、動物その

ものについても知ることができます。いろいろな動物を折ってみませんか？ 

                          ＜巻図書館 山田＞ 

  

『星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑』 永田 美絵／著 八板 康麿／写真 成美堂出版 2013 年 

 夜空を見上げると、天の川や夏の大三角が見られます。ペルセウス座流星群は

8 月 12日の夜半頃から 13 日の明け方が見頃です。星座や星の名前が分からな

くても、見ているだけで穏やかな気持ちになります。スマートフォンの星座早見

アプリでは、空に向けると星座が示されるものもあり、星座を確認できます。 

 夕涼みをしながら、夏の夜空を家族で星空散歩してはいかがですか。 

＜潟東図書館 高島＞ 

 

『はなびのはなし』 たかとう しょうはち／さく 福音館書店 2005年 

 花火ってどうやって上げているのかな…？ お子さんが興味をもったら、一緒

に読んでみてください。作り方や仕組み、花火大会当日の様子などが解説されて

います。空に上がってすぐに消えてしまう花火ですが、実は冬の間から職人さん

たちによって何日もかけて作られ、打ち上げにも多くの人が関わっています。そ

の舞台裏を知ると、今までよりずっと花火を見るのが楽しくなるはずです。 

                          ＜岩室図書館 本間＞ 

  

レファレンス（調査相談）事例紹介 



 

 

 

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？ 

老若男女どなたも歓迎。お気軽にご参加ください。 

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 毎週土曜日   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 
8/13（日）は、おはなしのじかんはお休みです。 

※ 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・月が祝日の場合、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） 

7/15 のテーマは 「暑さをふきとばす本」 

8/19 はテーマ無し（自由） 

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 

紹介された本は 

正面展示の棚右側 

に並べてあります。 

貸出もできます。 


