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あなたの近くにミニ図書館を 
作ってみませんか？ 

今年２月にオープンした「西川の茶の間 かさぼこの家」は、誰でも自由 

に過ごせるくつろぎの場です。茶の間の利用者に読んでもらうための本を 

図書館が 団体貸出サービス によって提供しています。 

 

最大 100冊 の本を1か月間 お借りいただけます。 

もちろん、本を選ぶ際には職員も喜んでお手伝いいたします。 

地域の様々な活動に図書館が役立てれば幸いです。どうぞお気軽にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

４月から、図書館の相互利用が広がります 

～新たに５つの自治体と協定を締結～ 

新潟市にお住まいの方は、下記の市町村の図書館で貸出カードを発行し、所蔵資料を借りることができます。 

 

 

  

 
平成 30 年 3 月（隔月発行） 

峰岡・漆山地区図書室閉室のお知らせ 

峰岡・漆山の公民館に設置されていた地区図書室は、平成 30年 3月末をもって閉室いたします。 

長い間ご利用いただきありがとうございました。 

西蒲区と近隣の 

燕市・弥彦村も 

加わるんだね！ 

たいぐるまリードくん 

新潟市内で活動している団体が対象です 

＜例＞ PTA、ひまわりクラブ、幼稚園・保育園、自治会、町内会、子ども食堂、福祉施設、 

ボランティアグループ、会社、商店、NPO 法人、サークル等 

「わたしたちのサークルも 

 団体向けカードを作りましょうか」 



 

 

 

 

 

『みんなで考える小学生のマナー』 

 法律やきまりなど「ルール」を守ることはもちろん大切ですが、周りの

人を思いやったり不快にさせないための「マナー」を身につけているとよ

りかっこいいですよね。新しい出会いや外出が増えるこの時期、知ってお

くと役立つマナーについて学んでみませんか。  ＜岩室図書館 本間＞ 

 

『会話がはずむ雑談力』 齋藤 孝／著 ダイヤモンド社 2017 年 

 雑談は相手との距離を縮め、その場の空気を和ませます。商談のときや

初対面の相手と名刺交換の後などの雑談を苦手にしている人は、そのやり

方を知らないだけ。基本を覚え、ちょっと勇気を出して雑談力を磨きまし

ょう。英会話より役に立つこと間違いなし。   ＜潟東図書館 高島＞ 

 

 

『ぐうたら道をはじめます』  

 日曜日、ソファでぐうたらしている真由ちゃん。するとそこへ白いねこが

あらわれて「ぐうたらの意味をお分かりになってらっしゃらないわ」と言う

のです。美しくぐうたらする「ぐうたら道」を教えてくれるんですって。さ

て、どんなことをするのでしょうか。       ＜潟東図書館 宗村＞ 

 

『知識ゼロからのコーヒー入門』 河野 雅信／著 幻冬舎 2009 年 

 コーヒーについての入門書です。コーヒー豆の種類や、家庭でもできるお

いしいコーヒーの淹れ方、アレンジの仕方などが紹介されています。何かと

忙しい新年度。おいしいコーヒーを飲んで、ホッと一息ついてみませんか。 

＜巻図書館 山田＞ 

 

 

 

『快適シンプルライフ』  

 人生の節目にライフスタイルを見直してみませんか。シンプルラ

イフにこそ豊かさがあふれ充足した生活があることを提案・解説し

てくれます。色々なことを整理整頓すれば心もスッキリ、気分よく

おでかけできそうです。         ＜岩室図書館 阿部＞ 

シリーズ『60 歳からのスローライフ』 
阿部 絢子／著 旬報社 2010 年 

たきした えいこ／作 大西 ひろみ／絵 
BL 出版 2012 年 

ジュニアマナーズ協会／著 
田中 ゆり子／監修 
メイツ出版 2017 年 

新しい 
出会いを 
大切に… 

…そして 
自分の時間も 
大切に。 

定年後も 

いきいき！ 

児童向け 

児童向け 



 
『僕は小説が書けない』 

 廃部寸前の文芸部へ強引に勧誘された、高校１年生の光太郎。ある悩み

から好きだった小説が書けなくなっていましたが、個性的な部員やOBに

囲まれる中で自分を見つめ直し、書きかけの作品を完成させていきます。 

出会いが少年を成長させる、痛快な青春物語です。 ＜西川図書館 長谷川＞ 

 

『メリーゴーランド』 荻原 浩／著 新潮社 2004 年 

 夢も魅力もない赤字のテーマパーク「アテネ村」。公務員、啓一の出向先

はそのリニューアル推進室でした。マンガのように異彩を放つ仲間と奔走 

する啓一をいつのまにか応援し、自分も励まされるかもしれません。 

そして最後に、題名に込められた本当の意味がわかります。 

   ＜西川図書館 甲斐＞ 

 

新しいＣＤ・ＤＶＤを続々追加！ 

 西蒲区では 4館とも視聴覚資料を貸出しています。３月から新しい CD・DVD を 

追加していますので、ぜひご利用ください。その中からおすすめの 2本を紹介します。 

DVD『みつばちの大地』  

激減するミツバチの謎を追って世界中を取材。人間が 

生態系に与えた影響を浮き彫りにするドキュメンタリー。 

CD『民謡プレミアム』 志村 春美／唄 キングレコード 2015 年 

 岩室に伝わるお座敷唄『岩室甚句』のほか、『佐渡おけさ』など新潟の民謡も数多く収録されています。 

 

  

 （連載 第 4回） 

Ｑ．毒消しの地位向上に尽力した人物、滝
たき

深
ふか

庄
しょう

左
ざ

衛
え

門
もん

（周
しゅう

元
げん

）の功績について知りたい。 

とりわけ、毒消しの薬袋のデザインに関わりがあったかどうか。 

Ａ．『角海浜の民具』（内藤富士男／編 巻町・潟東村教育委員会 1979年）によると、 

称
しょう

名
みょう

寺
じ

より権利を受けた滝深庄左エ門が万延元年（1860年）に周元と改名し、販路を拡大。 

また、権威の昂揚のため嵯
さ

峨
が

御
ご

所
しょ

大
だい

覚
かく

寺
じ

に法
ほっ

橋
きょう

位
い

の免許を得、慶応元年（1865年）には 

菊花紋入の薬袋や効能書を発行できる永
えい

宣
せん

旨
じ

を得た、という内容の記載がありました。 

当時の看板にあたる木版写真も掲載されていました。 

 合わせて、『新潟県大百科事典〈下〉』（新潟日報事業社／編 1977年）の滝深庄左衛門についての 

沿革もご覧いただきました。 

「明治三十一年（1898年）に亡くなるが、子孫また周元を称し業界を発展せしむ」 

と、記載されていました。                        ＜巻図書館 廣澤＞ 

レファレンス（調査相談） 
事例紹介 

 

マークス・イムホーフ／監督 
ＴＯブックス 2012 年 

中村 航・中田 永一／著 
KADOKAWA 2014 年 

かがやけ！ 

期待の新人 

西川図書館では新着図書と 

一緒に並べてあります。 



 

 

 

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 赤ちゃんタイム 

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 

・毎週金曜日 

・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      ・毎週月曜日   ・第１水曜日（図書整理日） 

・祝日（日曜日が祝日の場合は開館、火曜日休館 

    月曜日が祝日の場合は、月・火曜日休館） 

・蔵書点検期間   ・年末年始（12月 29日から 1月 3日） 

4月 21日のテーマは無し（自由） 

5月 19日のテーマは「大人も子どもも楽しめる本」 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 


