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おはなし会スペシャル！ 
いつものおはなし会がパワーアップ！ 

夏だけの特別回にぜひご参加ください。（いずれも申込み不要） 

図書館 内容 日時 対象 

西川 
小学生のための夏休みスペシャルおはなし会 

絵本やパネルシアター、かみしばいなど盛りだくさん♪ 

７月 29日（日） 

午前 10：30から 11：30 
小学生 

巻 

ふしぎでこわ～いおはなし会 

ふしぎな絵本、こわ～い絵本の 

よみきかせをします！ 

年齢に合わせた 2 部構成です。 

8 月 5 日（日） 

午後 3：00 から 3：25 

３歳 

から 

8 月 5 日（日） 

午後 3：30 から 4：00 

小学生 

から 

西川 
えほんよみかたりの会 夏休みスペシャル 

わらべうた、絵本、かみしばいなどたっぷり１時間☆ 

８月 25日（土） 

午前 11：00から 12：00 

乳幼児 

から 

潟東 

おはなしと工作のじかん 

ボランティアによるおはなしのじかんです。 

工作もお楽しみに！（材料費は不要です） 

9 月 9 日（日） 

午前 11：00から 11：30 

幼児 

から 

 

 

ガチャを回して、出たカプセルの番号の本を借りよう。 

期間：7 月 21 日（土）から 8月 31日（金） 

対象：どなたでも  申し込みは不要です 

 

 

貝がらと紙ねんどを使った工作をします。（材料費 100 円を当日いただきます） 

日時：８月 8 日（水）午前 10：30 から 12：00    対象：小学生 先着 15 名 

お申込み：巻図書館へお電話（0256-73-5066）か、直接カウンターまで。 

7 月 18日（水）午前 10：00 から受付開始。 

 

  

 
平成 30 年 7 月（隔月発行） 

潟東図書館 臨時休館のお知らせ 
8 月 16日（木）、潟東図書館は 

「おまつり広場」開催のため休館させていただきます。 
かもんちゃん 

次ページにつづきます 

夏のイベントは 

まだまだあるよ！ 

なんの本かは、 

借りてみてのお楽しみ！ 



あなたの頭脳に挑戦！ ２大クイズ企画 

図書館 内容 日時 対象 

巻 

君も図書館で名探偵！ 夏休みスペシャル 

隠された問題を探しながら、図書館クイズを解いていこう。 

みんなの挑戦を待っているよ！ 

７月 2１日（土） 

 から 

８月 31日（金） 

小学生 

西川 

なつやすみクイズチャレンジ 

トランプカードに 1問ずつ、難易度１３段階のクイズ！ 

中高生や大人の方も脳トレにお楽しみください。 

7 月 28日（土） 

 から 

8 月 28日（火） 

小学生 

から 

 
西蒲区では、３つの図書館で『チャレンジ！子ども図書館員』を実施します。 

小学生の子ども図書館員に、本の貸出や返却など、図書館の仕事を体験してもらいます。 

下記の時間帯に来館された方は、どうぞご協力をよろしくお願いします。 

 

図書館 日時 

潟東 7 月 21日（土）午後 1：30 から 3：30 

西川 7 月 22日（日）午前 9：30 から 11：30 

岩室 7 月 29日（日）午前 9：30 から 11：30 

 

としょかん探
たん

偵
てい

局
きょく

 
 自由研究や工作の資料、感想文のおすすめ本など、夏休みの課題に役立つ 

本探しをサポートします。お気軽にご相談ください。 期間：９月４日（火）まで 

  

 （連載 第５回） 

Ｑ．かっぱの好きな食べものを知りたい。きゅうりは食べるの？  

Ａ．『妖怪図鑑』（常光 徹／文 飯野 和好／絵 童心社 1994 年）には、「かっぱの 

好物はきゅうりと尻
しり

子
こ

玉
だま

」と書かれています。ちなみに尻子玉とは「人間の体の

なかにあるという不思議
ふ し ぎ

な玉のこと」だそうです。 

 この他にも、『カッパの生活図鑑』（ヒサ クニヒコ／文・絵 国土社 1993 年）によれば、「河童
か っ ぱ

の 

食べ物は水に関係するものが多く、雑
ざっ

食
しょく

です」とあり、先ほどのもの以外に、ウナギ、ドジョウ、 

小鳥、スイカなども食べているようです。 

 どちらの本も、食べ物以外にもくわしく書かれています。また、かっぱについての物語もたくさんあ

るので、いくつかお勧めしました。                   ＜潟東図書館 宗村＞ 

レファレンス（調査相談） 
事例紹介 

わたしたちが 

本を貸出します。 

＼ピッ／ 

過去の例を紹介！ 

正解者にはプレゼントもあるよ 



「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」。 

今年度も、西川・潟東の両地域で実施しました。小中学校の先生や地域の方々から 

おすすめの本を紹介していただいたブックリストを各館で配布します。 

リストに載っている本は図書館で貸出できますので、ぜひご利用ください。 

職員からのおすすめ ～読書に涼を求む～ 

『ぴっかぴかすいぞくかん』  

 

 水族館の掃除の様子を見たことがありますか。マグロの水槽は、水中掃除機で

ピカピカに。サメの水槽は、なんと人間の方がオリに入って掃除します。 

水槽や生きものによって異なる掃除のしかたを、写真で紹介しています。水族

館の新たなおもしろさを発見してみてください。    ＜潟東図書館 田中＞ 

 

 

 

『にじ』 さくらい じゅんじ／文 いせ ひでこ／絵 福音館書店 1998 年 

 雨上がりに虹を見つけた男の子。にじって、上から見たらどう見えるのかな？ 

裏から見たら？ 真下から見たら？  

公園の噴水やホースからの水しぶきを利用して、虹のしくみや見え方が、美し

い絵とともに優しく説明されています。じめじめした季節の晴れ間に、きらきら

した虹を見つけたら手に取ってほしい一冊です。    ＜岩室図書館 本間＞ 

 

 

『日本懐かしアイス大全』 アイスマン福留／著 辰巳出版 2015 年 

「わぁ、懐かしい！」本を開くと、そんな声が出てしまうのではないでしょうか。 

昭和の懐かしのアイスをたくさんの写真で紹介しています。お小遣いで買ったなぁ、

友達とよく食べたなぁ、など子どもだった頃の思い出が蘇ってくるかもしれません。 

 涼しさと共にノスタルジックな気分に浸れる１冊です。 ＜西川図書館 松本＞ 

 

 

 

『漂流』 吉村 昭／著 新潮文庫 2008 年 

 航行能力を失った船で大海をさまよう。また、水すら満足に得られない無人島で

いつ救出されるとも知れず生き続ける…想像するのも恐ろしいですね。 

 江戸時代、無人島に漂着し、12 年間生き延びた後、ついに故郷に生還した船乗り

がいました。極限の恐怖と同時に、人間の精神力に圧倒される、ドキュメンタリー

長編です。                       ＜巻図書館 三富＞  

なかの ひろみ／文・構成 福田 豊文／写真 

ひさかたチャイルド 2014 年 
児童書 

絵本 



 

 

 

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？ 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2 時 から 4 時 

会場：7 月は西川図書館（８月以降未定） 
 

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 
（8月25日はスペシャル回 午前11時 から 正午12時） 

毎週日曜日   午前 11 時 から11時 30 分 
（７月 29日はスペシャル回 午前 10 時 30分 から 11時 30分） 

岩室 毎週土曜日   午前 11 時 から11時 30 分 
（8 月 11 日は祝日のため休館です） 

毎週土曜日 

午前 10時 から 正午 12時 
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12時 
（8 月 11 日は祝日のため休館です） 

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 
（8 月 12 日は、おはなしのじかんはお休みです） 

  
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） 

７月 21日のテーマは「ふと 目にとまった本」 

８月 18日のテーマは無し（自由） 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 

NEW！ 対象年齢を広げました 

7 月 29 日は 

小学生対象 


