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 団体貸出制度とは、団体名義で貸出カードを発行し、 

最大100 冊の本を１か月間貸出するサービスです。 

病院やお店の待ち時間用に設置するなどしてご利用いただけます。 

また、有料で配送も承ります。 

◆登録できる団体が増えます！ 

 市内の会社や店舗、サークルなどもご利用いただけるようになります。 

◆ご希望に応じて、司書が本を集めます！ 

 職員がリクエストに合わせて本を選ぶ「図書館セレクト」を新設。 

８つのテーマから簡単にお申し込みできる「テーマ別セット」もご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＶ資料（ＣＤ・ＤＶＤ）が延長可能になりました 

 予約がついていなければ１回のみ、貸出期間を２週間延長いたします。 

パスワードを発行済みの方は、「Ｍｙライブラリ」からもお申し込みいただけます。  

 
平成 29 年９月（隔月発行） 

岩室図書館は開館 20 周年を迎えます 

 岩室図書館は平成９年１０月３１日、岩室村立図書館として

開設されました。平成 17 年の合併を経て、新潟市の全 19 図

書館とネットワークでつながり、利便性の向上が図られてきま

した。皆様の豊かな読書生活をサポートするために、今後も身

近であたたかな図書館を目指してまいります。 

 ２０周年を迎えるこの秋、１０月２９日（日）に記念イベン

トを開催します。ぜひご来館ください。（次ページ参照）  外観 

岩室図書館 
シンボルマーク 

10 月から団体貸出制度が変わります 

西蒲区はとても広いため、図書館

まで足を運ぶのが難しい方々もい

らっしゃると思われます。 

地域の寄り合い場にミニ図書館を

作ってみてはいかがでしょうか？ 

読書の秋は楽しい行事がいっぱい！ 

次のページでくわしく紹介するよ♪ 

たいぐるま 
リードくん 
レファーレン

スさん 



秋 の読 書 週 間 行 事 
 

西蒲区本の森講座 in 巻図書館「佐潟と周辺の冬鳥」 
西蒲区で冬鳥を見かける季節がやってきます。新潟市西部に飛来する冬鳥についてのお話を聞いてみませんか。 

講師：川嶋宣彦さん（佐潟ボランティア解説員の会 会長） 

日時：10 月 21 日（土）午後 2 時 30 分から 4時  会場：巻図書館 学習・講座室 

参加費無料。巻図書館カウンター、またはお電話（0256-73-5066）で 

10 月 14日（土）までにお申し込みください。（定員 30名になり次第、締め切り） 

 

西川図書館 西蒲・曽根郷ゆかりの文人展 
旧西蒲原を舞台に活躍した文人の詩歌、書画、文芸作品を展示します。 

また、会期中に講演会を予定しております。（詳細は後日お知らせします） 

日時：10 月 27 日（金）から 10月 29 日（日）までの３日間 

   午前 10 時から午後 4 時 （最終日は午後 3 時まで） 

会場：西川多目的ホール    ※申し込み不要、入場料無料 

 

潟東図書館 雑誌リサイクル 

保存期限の過ぎた雑誌のバックナンバーを無料で配布します。 

お持ち帰りの冊数に上限はありません。入れ物は各自ご持参ください。なくなり次第終了します。 

日時：10 月 28 日（土）から 11 月 5 日（日） ※10月 30 日（月）と 11 月 1日（水）を除く 

 

岩室図書館開館 20 周年記念イベント ♪ハーモニカと絵本の世界♪ 
小さいお子様から大人の方まで楽しめるコンサートです。 

音楽を聴きながら本の世界を楽しんでみませんか。 

アンケートにご協力いただいた方にプレゼントもご用意しております。 

日時：10 月 29 日（日）午後 2 時から 3 時   会場：岩室図書館 閲覧室   ※申し込み不要、参加費無料 

事前および当日にお手伝いをしてくださるボランティアを募集しております。（要申込み 0256-82-4433 まで） 

 

潟東図書館 科学絵本の読み聞かせと工作 

音にちなんだ絵本の読み聞かせと「いとでんわ」作りをします。 

日時：11 月 18 日（土） 午前 10時 30 分から正午 

会場：潟東ゆう学館 2 階 第 1研修室  対象：幼児～小学生 先着 10名 

参加費無料。潟東図書館カウンター、またはお電話（0256-70-5141）で 

お申し込みください。11 月 2 日（木）午前 10時から受付開始します。 

 

西川・潟東図書館で うちどくシート展示 

地域の小中学生が夏休み中に家で読んだ本の    期間：潟東図書館…10 月 28 日（土）から 11 月 26 日（日） 

紹介シートを、各校数人分展示します。         西川図書館…11 月 2 日（木）から 12 月 5 日（火）  

主催：本の森のなかま・巻 

共催：巻図書館 



こんな相談、いただきました （連載 第２回） 

Ｑ．かつて弥彦村にあった「楊
よう

枝
じ

潟
がた

」の大きさを知りたい。 

Ａ．『弥彦村史事典』（弥彦村教育委員会／編）によると、「楊枝潟」は弥彦村井田集落に存在した湖沼で、 

昭和 29年に埋め立てが完了。面積は 60町
ちょう

歩
ぶ

余（１町歩＝9900 平方メートル）とあり、地形も 

確認できました。周辺の様子も含めた地図として、新潟県立図書館・ 

文書館が web上で公開する「越後佐渡デジタルライブラリー」から、 

『西蒲原郡図』（明治 41年 渡辺常蔵／製図）をご覧いただきました。 

 また、岩室図書館所蔵の『弥彦神領史話 ～弥彦郷土誌 高橋文書の 

拾録から～』（岡真須徳／著）の表紙に、楊枝潟を含む弥彦全域の古 

地図が載っていました。調査を通じて近隣の村の歴史に触れることが 

でき、職員にとっても勉強になりました。   ＜岩室図書館 本間＞ 

 

『縄文人から「新縄人
しんなわびと

」・ロープスキッパーへのなわとび学』 

稲葉茂勝／著 生山ヒジキ／監修 こどもくらぶ／編 今人舎 2016 年 

 跳び方の本はいろいろありますが、この本ではなわとびの歴史や縄の進化、「なわ

とび歌」など、身近ななわとびのあまり知られていない一面も紹介しています。 

 海外でも広く親しまれ、演技を採り入れた新競技「ロープスキッピング」として

世界大会まで開かれているそうです。縄が１本あればひとりでも大勢でも楽しめる

すてきなスポーツ。秋空の下でさわやかな汗を流してみませんか？  

                           ＜西川図書館 松本＞ 

『めくるめく現代アート イラストで楽しむ世界の作家とキーワード』 

 筧菜奈子／文・絵 フィルムアート社 2016年 

 『大地の芸術祭』や『水と土の芸術祭』など、県内でも現代アートに触れる機

会が増えました。一方、現代アートの歴史・文脈やアーティストについて、まだ

よく知らないという方は多いのではないでしょうか。 

 この本では、主に 1950 年代以降の現代アートを知る上で重要な作家、キー

ワードについて、ふんだんなイラストで解説。各々の作家の動向や表現方法、美

術をめぐる制度やお金の話など、入門用に分かりやすくまとまっています。 

＜巻図書館 廣澤＞ 

『チョコレート戦争』 
 大石真／作 北田卓史／絵 理論社 1999 年（初版 1965 年） 

 すずらん通りの金泉堂
きんせんどう

のケーキは、大人にも子どもにも大人気。シュークリーム

なんて、舌もとろけそうなうまさです。ところがある日、チョコレートのお城が飾

ってある金泉堂のショーウインドーが何者かに割られてしまいます。ガラスを割っ

た犯人にされてしまった明と光一は、信じてくれない金泉堂の大人たちに、名誉の

ために戦いをいどみます。ドキドキの結末を、お楽しみに。 

                         ＜潟東図書館 田中＞ 

  

レファレンス（調査相談） 
事例紹介 

スポーツの秋 

芸術の秋 

食欲の秋 

調査相談はすべての館で 

いつでも受付中です。 

としょかん博士の姉 
レファーレンスさん 



 

 

 

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？ 

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 時 から 4 時 

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時 から11時30分 

乳幼児から 

毎週火曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 
毎週土曜日   午後 2時 から2時 30 分 

毎週日曜日   午前11時 から11時30分 

岩室 毎週土曜日   午前11時 から11時30分 

毎週土曜日 

午前 10 時 から 正午 潟東 

第１・３土曜日 午前 11 時 から11時 30 分 
※11 月 18 日は別イベントのためお休み 

毎週土曜日   午前 11 時 30 分 から 正午 
※11 月 18 日は別イベントのためお休み 

０から２歳 

巻 
毎週金曜日   午前11時 から11時30分 乳幼児から 毎週金曜日 

午前 10 時 から 午後 1時 第２・４日曜日 午後 2時 から2時 30 分 ※ 幼児から 

  
西川図書館  

西蒲区曽根 2046 

TEL 0256-88-0001 

○開館日 

・月から木，土曜日：10時から19 時 

・日曜日，祝日：10時から17 時 

○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 月 29 日から 1 月 3 日） 

     

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 

・火から金曜日：10時 から19 時 

・土，日曜日：10 時 から17 時 

○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 月 3 日と 11 月 3 日は開館） 

・蔵書点検期間  ・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

10 月 21日はテーマなし（自由） 

11 月 18日のテーマは「時代小説・昔のお話」 

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。 


