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マンガで知っ得！冬に便利な図書館サービス 
遠くへ出かけるのが大変な冬……そんな時こそ、お近くの図書館へどうぞ。 

意外に知られていない図書館サービスを、３コママンガでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵書点検のため休館いたします 
 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） 

 
平成 30 年 1 月（隔月発行） 

岩室 1/24(水) から 1/31(水) 

巻 2/ 7 (水) から 2/14(水) 

西川 2/21(水) から 2/28(水) 

遠くで借りた本だけど 

近くの図書館で 

返せるかな？ 

市立図書館の本ならどこで

も返却できますよ。（※1） 

喜んで承ります。 

あっ！ 
見たこと 
ない本だ 

読みたい本を見つけたけど

近くの図書館にはないな。 

借りに行くのは大変… 

そんな時はお取り寄せ！ 

人気の本の順番待ちも承り 

ます。お電話からでも OK。 

パスワードを発行すれば、 

図書館 H P
ホームページ

から予約や貸出 

延長（※2）ができるのね。 

スマホで 
かんたん！ 

インターネットで調べたい

ことがあるけれど… 

図書館では館内設置のパ

ソコン（※3）でインター

ネットを閲覧できます。 

 

※1 AV（視聴覚）資料は取扱館と黒埼でのみ返却できます。直接カウンターへお持ちください。 

延滞しちゃった 
けど… 

※3 マウス操作や閲覧できるページに制限があります。USB メモリなどの記録メディアは使用できません。 

※4 設定マニュアルをカウンターでお貸ししますので、操作はご自身でお願いします。 

返却された他館の本は 

当日中展示しておくので、 

新しい出会いも生まれます。 

お持ち込みのパソコンや 

スマホ、タブレットなら 

無料の Wi-Fi（無線 LAN） 

にも接続できます。（※4） 

①                ②               ③ 

①                ②               ③ 

①                ②               ③ 



 

  

西川図書館 読み聞かせボランティア養成講座 

子どもたちから本に親しんでもらうために、絵本の読み聞かせボランティア養成講座を開催します。 

回 日 時 ※ 内   容 

１ 2月 24日（土） 
読み聞かせの基本１ 

子どもの年齢と絵本の関わり ／ わらべうたを楽しみましょう ／ 絵本の選び方１ 

２ 3月 3日（土） 
読み聞かせの基本２ 

おはなし会の準備をしよう ／ 絵本の選び方 2 ／ 実習 

３ 3月 10日（土） 
読み聞かせの基本３ 

楽しく長く続けましょう ／ 絵本の選び方 3 ／ 実習 

４ 3月 17日（土） 
今後の活動に向けて ～活動案内～ 

ボランティアグループ等との交流会 ／ 実習 

※ 時間はいずれも午後 2時から 4時 

講師：田村 厚子 さん 

（元小学校・公共図書館司書） 

会場：西川学習館 研修室 

参加費：無料 

対象：全４回通して受講ができ、受講後に西川図書館、巻図書館、 

西蒲区の学校等で活動できる方。 定員 20名 

（すでに経験のある方も参加できますが、 

申込み多数の場合、はじめての方を優先します） 

申込み：1月 24日（水） 午前 10時から 

西川図書館へお電話（0256-88-0001）か、または窓口で承ります。 

  

 

潟東図書館 本の福袋 2018 
 図書館員が選んだおすすめ本が２冊ずつ入っています。 

借りてくださった方には、保存期限の過ぎた雑誌の付録をプレゼント！ 

返却時は中身の本だけを、新潟市立図書館どこでもお返しいただけます。 

期間：1月 13日（土）から 2月 4日（日）  対象：子ども向け、大人向けの 2種類を用意 

  

岩室図書館 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。 

日時：2月 3日（土）から 2 月 11日（日）の 図書館開館時間 

※ 2月 5日（月）と 2月 7日（水）は休館です。 

 

なくなり次第終了です。 

お早めにどうぞ。 

西川図書館でも３月 

上旬に予定しています。 

今年はプレゼントつき☆ 

入門者向けの 

内容です。 



 

『イヌとネコの体の不思議 ―ひげの役割、しっぽの役割とは？』 

 斉藤勝司／著 小方宗次／監修 誠文堂新光社 2013年 

 犬と猫、まったく違う動物に見える二つの種
しゅ

も、6000万年前までは同じ生

き物でした。およそ 3800万年前、「ヘスペロキオン」という犬の祖先が生ま

れ、約 2500万年前、猫の祖先といわれる「プロアイルルス」が誕生したそう

です。 

 この本では、犬と猫の体に注目して、どのような働きや違いがあるか、また

その違いから来る行動の差などをくわしく解説しながら、科学の目で犬と猫と

いう生き物の不思議に迫ります。           ＜巻図書館 廣澤＞ 

 

『特別な一ぴき ―どうして、犬って捨てられちゃうと思う？』 岡田朋子／文 国土社 2014年 

 筆者の岡田さんは幼い頃から動物が大好き。ある時、保健所で殺処分される動物たちを救うために、里親を探す

ボランティアを始めます。初めはなかなか上手くいきませんでしたが、獣医やペットショップの店員、しつけをす

る人、チラシを作る人など多くの人々の協力によって、半年後には 70以上の命を救うことができました。 

 そのつながりは現在もNDN（新潟動物ネットワーク）というボランティア団体として、小中学校で命の尊さを

伝える講演会などを行っています。これらの活動がこれからも続くことを願っています。 ＜西川図書館 内山＞ 

 

『いのちの花』 向井愛実／著 WAVE出版 2014年 

 保健所で殺処分された動物たちのその後を知っていますか？ ガスで殺され、焼却された骨は

ゴミとして扱われるのです。動物が大好きで農業高校の動物科学科へ進んだ高校生たちが、動物

愛護センターでその現実を知り、少しでもこの状況を変えたいと仲間たちと動き出しました。 

 殺処分された動物の骨を肥料とし、きれいな花を咲かせよう。形は変わっても、命として続い

ていくようにと願って始めた「いのちの花」プロジェクトの記録です。 ＜岩室図書館 本間＞ 

 

 

 

  こんな相談、いただきました （連載 第３回） 

Ｑ．酒屋の軒先につるしてある「杉
すぎ

玉
だま

」の作り方を知りたい。 

Ａ．日本酒や酒蔵の分野から資料を探してみましたが、杉玉の作り方は載っていません 

でした。もしかしたら、杉の活用法や文化を紹介した資料の中にあるかもと思い、 

児童書の『スギの絵本』（正木隆／編 宇野信哉／絵 農山漁村文化協会 2017 年）

を見ると、作り方を発見。さっそくご紹介しました。 

 ちなみに杉玉とは、酒屋が新しいお酒を

仕込んだことを知らせるため、酒蔵などに

飾る目印で、緑色の葉が茶色に変わった頃

に、お酒ができあがるとされています。 

    ＜潟東図書館 田中＞ 

児童書から答えが見つかった 

事例は他にもありました。 

大人が読んでもためになる本 

が、意外にあるものですね。 

児童コーナーにもお立ち寄り 

ください。 

杉玉 

レファーレンスさん 

本年も西蒲区の図書館を 

よろしくお願いします。 

レファレンス（調査相談） 
事例紹介 



 

 

 

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？ 

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 

毎週土曜日   午前 11時 30分 から 正午 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（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） 

２月 17日のテーマは無し（自由） 

３月 17日のテーマは「謎めいたお話」 

ご注意 蔵書点検期間はお休みです。（１面参照） 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 


