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地域の小中学生が夏休み中に家で読んだ本の 

紹介シートを、各校数人分展示します。 

期間：11 月 8 日（木）から 12月 4日（火） 

潟東・巻図書館  雑誌リサイクル 

下記のとおり、保存期限の過ぎた雑誌を無料配布します。 

なくなり次第終了です。お早めにどうぞ。 

図書館 日時 場所 対象バックナンバー 上限 

潟東 
10 月 27日（土）から 11 月 4日（日） 

※10 月 29 日（月）と 11 月 3 日（土・祝）を除く 

開館時間中 

閲覧室 平成 28年発行号 なし 

巻 
11 月 11日（日） 

午前 10時 から 午後 5時 

学習・ 

講座室 

主に平成 27年発行号 

と、寄贈図書の一部 

おひとり 

10 冊まで 

 

日時：11 月 11 日（日）午前 11 時から 11 時 30 分 

会場：潟東図書館絵本コーナー   対象：幼児から 

ボランティアによるおはなしのじかんです。直接ご来館ください。 

岩室図書館  おはなしのじかんスペシャル 

日時：10 月 27 日（土） 午後 1時 から 1時 20 分（乳幼児向け） 

午後 1時 30分 から 2時（小学生向け） 

会場：岩室図書館 2階おはなしのへや 

年齢に合わせた２部構成ですが両方参加できます。 

いつもの土曜日と時間が異なりますのでご注意ください。 

おはなし会の後は、ガラスにお絵かきもできますよ。（次のページを参照）  

 
平成 30 年 9 月（隔月発行） 

秋のイベントは 

まだまだあるよ！ 

持ち帰り用の入れ物は 

各自ご持参ください。 

子どもたちのおすすめの一冊を 

ぜひ読んでみてください。 

次ページにつづきます 

工作も 

お楽しみに！ 

（無料です） 



あつめて楽しい！スタンプラリー 

岩室図書館 秋の読書週間スタンプラリー in 岩室 
期間：10 月 20 日（土）から 11 月 24 日（土） 

アートイベントは 11月 24 日（土）まで展示 

対象：どなたでも（無料です） 

楽しいイベントに参加して、スタンプを集めよう！ 

図書館のガラスにお絵かきしたり、 

手形をとって図書館に飾ったり…… 

もちろん、読み聞かせや手遊びもありますよ。 

スタンプを７個以上集めると 

プレゼントがもらえます。 

 

  

 

 

                     

西川図書館  サイコロころりん！読書週間スタンプカード 
期間：10 月 27 日（土）から 11月 24 日（土） 

対象：児童 （１日１回まで） 

本を借りたらサイコロをふって、出た目の数だけスタンプを押してもらおう。 

カードがいっぱいになったら景品をプレゼント！  

  

たいぐるまリードくん 

 （連載 第６回） 

Ｑ．鯛車が日本全国のどこにあるかを知りたい 

Ａ．用意した資料は、 

『郷土玩具辞典 新装普及版』 斎藤良輔／編 東京堂出版 1997 年 

『ふるさと玩具図鑑』 井上重義／著 平凡社 2011 年 

『はじめましての郷土玩具』 甲斐みのり／著 グラフィック社 2015 年 

 加えて、文化庁運営のウェブサイト『文化遺産オンライン』（bunka.nii.ac.jp/）でも検索してみま

した。それらによると、特に有名なのは鹿児島県霧島市の鹿児島神宮。赤い色が邪気を払うとされて

います。また、滋賀県草津市の「ピンピン鯛」は鯛車玩具の代表的作品と言われています。 

 他にも大阪府堺市、和歌山県御坊市、島根県出雲市など、多くの地域で鯛車が見つかりました。 

巻の鯛車は竹の骨組に和紙を貼った張子ですが、埼玉県鴻巣市などには練り物の鯛車がありました。

「ねりもの」と聞くと、かまぼこや和菓子を想像するかもしれませんが、ここでは糊を混ぜた木粉を

型に圧し込んで作る工芸品を指します。                ＜西川図書館 齋藤＞ 

レファレンス（調査相談）事例紹介 こんなにたくさん仲間がいたんだね。 

もちろん、巻の鯛車も載っていたよ！ 

手形アート 
日時：10 月 21 日（日） 

   午後 2 時 から 4時 30 分 

   ※受付は午後 3 時 30 分まで。 

図書館のガラスにお絵かきしちゃおう！ 

日時：10 月 27 日（土）午後 2 時 15 分 から 3 時 30分 

春の読書週間行事 
「図書館でお絵かき」の様子  

汚れてもよい服装 

で参加してね。 



 

『干し柿』 

 西村 豊／写真・文 

 あかね書房 2006 年 

 

 

 家の軒先に柿がつるされている風景を見ると

秋を感じます。この本ではしぶ柿から甘い干し

柿を作る工程と、柿の実の成長過程、そして子

どもたちによる干し柿作り体験が、自然写真家

である著者の美しい写真で紹介されています。 

 日本の伝統文化である干し柿。自然のおいし

い知恵と恵みを、絶やさずに味わっていきたい

ですね。 

＜巻図書館 齋藤（久）＞ 

『おいしいかわいい 

 料理写真の撮り方』 

佐藤 朗・小坂 桂／著 

イカロス出版 2016 年 

 

 

 

 スマホでも撮れるフードスタイリングと撮影

の本です。大事なことはストーリー性を感じさ

せる構図や、光の使い方、ポーズなど。作例と

撮り方レシピが巻頭に、巻末にはQ&A が用意

されています。やさしい解説で、写真を見比べ 

るうちにコツが学べます。少々失敗の料理でも、

おいしそうに撮れるでしょうか？ 

 ＜西川図書館 甲斐＞ 

 

 

 

 

 

 

 

『スポーツ教養入門』 

（岩波ジュニア新書） 

 高峰 修／編著 

 岩波書店 2010 年 

 

 

 最近、スポーツ界において様々な問題が浮上

しています。スポーツの在り方を考えるよい機

会なのかもしれません。この本は、スポーツマ

ンシップとは、メンタルトレーニングの意味、

スポーツの場で起きているハラスメントなどテ

ーマごとに収められています。 

 推薦図書リストもついているので、アスリー

トだけでなく指導者にもおすすめです。 

＜岩室図書館 阿部＞ 

 

 

 

 

 

 

『歌うねずみウルフ』 

ディック・キング=スミス／作 

三原 泉／訳 

杉田 比呂美／絵 

偕成社 2002 年 

  

 ウルフガング・ア・マウス・モーツァルトは、 

末っ子のちびねずみです。かけっこは苦手だけ

ど、すみきったすばらしい声で歌える才能を持

っています。ピアノが大好きなハニービーさん

は、そんなウルフと「さあて、どうやったら仲

よくなれるかしらね」とわくわくするような作

戦を考えます。『ねこふんじゃった』など、場面

にぴったりなピアノ曲もお楽しみに。 

＜潟東図書館 田中＞ 

児童書 

写真絵本 

芸術の秋 

いろんな秋を 

楽しむ本 

食欲の秋 

スポーツの秋 

秋の自然 
職員のおすすめ 



 

 

 

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：西川学習館研修室（10 月のみ西川図書館）  

 
 

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 
10 月 27 日のスペシャル回は午後 1 時から 2 時。（1 面参照） 

11 月 3 日は祝日のため閉館です。 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 
11 月 3 日は祝日のため閉館です。 

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 

  
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） 

10 月 20日のテーマは無し（自由） 

11 月 17日のテーマは 

 「私の目を開かせてくれた一冊」 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 


