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 平成 13 年度、潟東図書館が設立されたと同時に立ち上げまし

た。図書館の行事のお手伝いをしながら、読み聞かせをはじめボラ

ンティアの仕事や、毎年のクリスマス会も行っています。会員の中

にはハーモニカ演奏や工作の達人がいて、その特技を活かして仕事

に反映させています。 

 私たちボランティアひまわりは、潟東図書館と共に歩んでいます。 

★ 今年のクリスマス会は 12 月 17 日（日）。読み聞かせと、フェルトでミニツリーを作る予定です。 

詳細が決まり次第、チラシやホームページで改めてお知らせします。 
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図書館の心強い味方！  
 図書館では、多くのボランティアが活躍してくださっています。 

楽しいイベントを企画したり、絵本のおはなし会を開いたり…… 

今回は活動されている方々から思いを語っていただきました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 西川図書館の正面入口を、季節に合わせ飾り付けてくださっています。 

また、館内の児童コーナーも展示で楽しい雰囲気です。  

 
平成 29 年 11 月（隔月発行） 

今年は 7・9・11 月に工作も楽しめるおはなし会を

行いました。子どもたちの笑顔が一番の喜びです。 

昨年のクリスマス会のようす 

会員 大西 しげ子 さん 

私たちの会は、2011年に開館した巻図書館とともに活動を始めました。

豊かで深い知識の拠点である図書館は「本の森」と言われることから、 

そこに集う仲間たちの会という名前にしました。 

地域の方々に図書館に気軽に足を運んでほしいという思いで、図書館と

共催で年２回活動をしています。夏の夕べにはコンサートや昔話の語りの

会を。秋には、巻や西蒲の方々に身近な文化（鯛車やのぞきからくり）、自

然（角田山の動植物）、巻の歴史などを学ぶ会を。演奏者も講師も、地域で

活動している方々にお願いしました。今年は、7 月に月潟お話の会の語り、

10 月は佐潟の野鳥のお話でした。 

 新しい仲間はいつでも大歓迎です。あなたもぜひ森の中へご一緒に。 

 
 

郷土を愛する仲間と一緒に 

楽しく活動しています。 

あなたも参加してみませんか？  

10 月の講演会のようす 

図書館でボランティアを

体験してみませんか？ 

はじめての方も大歓迎！ 

かもんちゃん 

西川図書館 風除室 



子どもたちに良い絵本とのすてきな出会いを作るため、 

いつも熱心に活動してくださっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返却された本を元の棚に戻す作業です。個人でも気軽に

体験できます。ほどよい運動になったり、本との偶然の出

会いが嬉しいという声もいただいています。 

 右の表の中からお好きな時間にご参加ください。 

 

 冬の行事のお知らせ  

巻図書館 雑誌リサイクル 

保存期間の過ぎた雑誌（主に平成 26年発行号）と、寄贈資料の一部を 

無料でお分けします。おひとり 10 冊まで。入れ物は各自ご持参ください。 

日時：12 月 10 日（日）午前 10 時から午後 5時  場所：巻図書館 学習・講座室 

西川図書館 クイズ選手権 ～としょかん博士からの挑戦！～ 
図書館の本を使ったクイズや、ことばあそびゲームで楽しみましょう。知力より「ひらめき」で勝負！ 

対象：小学 5 年生から中学 3 年生 先着 12 名   日時：12 月 27 日（水）   会場：西川図書館 

お申込み：西川図書館へ電話（0256-88-0001）、または直接カウンターまで。12月11日（月）から受付開始。 

活動時間 （初めての方は事前にお電話ください） 

西川 
月～木・土 午前 9 時 から 午後６時 

日・祝 午前 9 時 から 午後４時 

岩室 木 午前 9 時 から 午前 10 時 

潟東 火～金 午前 9 時 30 分 から  

午前 10 時 30 分 巻 月・祝 以外 

なくなり次第終了です。 

お早めにどうぞ。 

巻図書館で月 2回「おはなしのじかん」を開催しています。 

 

西川図書館で毎週「えほんよみかたりの会」を開催しています。12 月 23 日（土）はクリスマススペシャル！ 

西川図書館で毎週「えほんよみかたりの会」を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 歳誕生歯科健診の会場で、プレゼントする絵本の読み聞かせを行っています。 

「読み語り」大好き    「ゆめのたね」代表 高木 章 さん 

 読み進むうちに生き生きと目が澄んで来る子らと、数十分を過ごすのが喜びとなって 10 年以上。私たち

「ゆめのたね」の面々、図書館を初め、学童保育、小学校等で読み語りを続けて来ました。 

普通「絵本読み聞かせ」ですが、私たちの活動では「語り」です。グループ名「ゆめのたね」の命名者の発

言で皆同意し、発足当初から「語り」での活動です。発足後、会員は一時 21 名程となり活気づきましたが、

事情で離れざるを得ない人が出て、現在は８名。活動出来るのは６名ですが、聞きに来る子どもたちへの思い

は熱く、用意万端で臨んでいます。今年の８月上旬、500 回記念イベントを成功裏に終え、会員皆、読み語り

に増々力が入り、いつまでもいつまでも続けたい思い冷めずです。 

図書館の養成講座を受講した方々が活動して

います。西蒲区では、平成 30 年 2 月以降に次

回の講座を予定しています。詳細が決まり次第

ポスターやホームページでお知らせします。 

おはなしのじかんの 

詳しい日程は最終ページ 

の一覧表をご覧ください。 

としょかん博士 



大人も子どもも、みんなで本をおすすめ！ 

西川・潟東・巻の３館で「あなたの本棚 作りましょう！」を実施中です。 

図書館をご利用の方のお気に入りの本を、紹介していただくスペースを作りました。図書館職員もサポート 

します。ひきつづき本棚の主を募集中です。各図書館までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、西川・潟東図書館では、 

地域の小中学生が書いてくれた 

「うちどくシート」を掲示しています。 

紹介された本は館内に展示中。お借りいただけます。 

 

 

 

『こどもノーベル賞新聞』 若林文高／監修 世界文化社 2016 年 

 毎年人類に最も貢献した人に贈られるノーベル賞。その主な受賞エピソードを、まるで当時の新聞のように紹介

した本です。新聞とはいえ文章は堅くなく、語り口調のやさしい解説。受賞者たちの研究・偉業を小学生にも理解

できるよう、楽しい漫画や図解をふんだんに駆使しています。当時の社会事情も知ることができ、新聞への興味も

育まれそうです。クイズや名言のコーナーもあって、読みごたえ十分！        ＜西川図書館 長谷川＞ 

『笑う科学 イグ・ノーベル賞』 志村 幸雄／著 PHP 研究所 2009 年 

 「まず人を笑わせ、そして考えさせる」研究に贈られるイグ・ノーベル賞について徹底

的に分析・解説した一冊です。本書で紹介されているのはほんの一部で、受賞したものに

は「なんでそんなこと研究するの？」と思うような研究もたくさんありますが、どれも真

剣に研究されています。単なるノーベル賞のパロディと侮ることなかれ。読み終わる頃に

は何かを研究してみたくなるかもしれません。         ＜潟東図書館 宗村＞ 

 

『ニルスのふしぎな旅』上・下 

主人公ニルスは、いたずら好きで両親からも「役たたず」とあきれられる男の子。ある日、妖精トムテを怒らせ

小人にされてしまいます。小さくなったニルスは、白ガチョウのモルテンに乗り、ガンの群れとともに空の旅に出

かけます。旅先での動物たちとの出会いや数々の困難が、ニルスをたくましく成長させていきます。 

 女性初のノーベル文学賞受賞者による、スウェーデンを舞台にした壮大な冒険物語です。＜岩室図書館 本間＞                               

西川図書館 

「手紙」 「手作りって楽しい」 

セルマ・ラーゲルレーヴ／作 菱木 晃子／訳 

ベッティール・リーベック／画  福音館書店 2007 年 

西川図書館 潟東図書館 

巻図書館 

「アホウドリの本を集めました」 

「図書館で見つけてみませんか？ 

 あなたのお気に入りの１冊を…」 

潟東図書館 

「感動した本・心あたたまる本」 



 

 

 

としょかん博士 

岩室図書館 

シンボルマーク かもんちゃん 
たいぐるま 

リードくん 

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？ 

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 

12月23日はクリスマススペシャル 午前11時から正午 
★「まつぼっくりの会」 

毎週日曜日   午前 11 時 から11時 30 分 
★「ゆめのたね」 

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 
★「おはなし るんぷんぷん」 

幼児（およそ3歳）

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） 

1１月 18日のテーマは「時代小説・昔のお話」 

1２月 16日のテーマは無し（自由） 

★印はボランティアによるおはなし会です（２ページ目参照） 


