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日常のちょっとした疑問から郷土、ビジネスに関することまで。全館いつでもご相談承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題解決に役立つ資料を集めて提供する。それがレファレンス（調査相談）サービスです。 

図書館の所蔵資料や Web 上のデータベースなどを使い、情報を集めます。 

お求めの資料がない場合は、協力機関から借り受けたり照会を求めることができます。 

（新潟市は、「ネットワークを活かした課題解決型図書館」を目指しています。） 

インターネットブースもご利用いただけます 

ご自分で調査されたい方のために、西蒲区では４館すべてにインターネットブースを 

設けています。どなたもお気軽にご利用ください。 

（一部閲覧できないページもございます。また、印刷はできません）

 

レファレンスデータベースを公開しています 

新潟市立図書館のホームページでは、これまでにお答えした調査事例をデータベース化し、 

検索できるようにしています。 

また、特定のテーマ（地名、相続、防災…など）について参考になる資料や調べ方を 

まとめたパスファインダーも公開しています。あわせてご活用ください。 

URL … https://opac.niigatacitylib.jp/annai/refa/refa.html  

 
平成 30 年 11 月（隔月発行） 

次のページでも 

事例を紹介！ 

昔読んだ絵本…あらすじ 

しか覚えてないけど 

なんて題名かしら？ 

郷土史のことは 

インターネットにも 

載っておらんのう… 

どうして２月だけ 

短いんだろう？ 

くらしの中の疑問や課題を解決したい… 

そんなとき、わたしたち司書にご相談ください！ 

新しくビジネスを 

始めたいけど… 

お持ち込みのパソコンも 

Wi-Fiに接続できますよ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川図書館 よみかたりの会クリスマススペシャル 
いつもより 30 分拡大してお送りします。 

クリスマスにぴったりのすてきなおはなしを、お楽しみに！ 

主催：ボランティアグループ「まつぼっくりの会」 

日時：12 月 22 日（土） 午前 11時から正午 

対象：どなたでも  申し込みは不要です 

 

毎回ご好評をいただいている「ガチャ本」を、この冬にも開催します。 

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：12 月 22 日（土）から 1 月 22 日（火） 

対象：どなたでも  申し込みは不要です 

 

大人向け読書ノート配布中 
お気に入り本のタイトルや感想、印象に残った一行などを書き残して 

みませんか？ ご希望の皆様に無料でさしあげています。 

期間：12 月 4 日（火）まで 各館先着 50 部（西川は 100 部）  

 （連載 第７回） 

Ｑ．昭和９年、間瀬海岸にクジラが 
打ち上げられたときの写真が見たい。 

Ａ．間瀬地区は昭和 30 年に岩室村と合併する以前、間瀬村として

存在していた地域です。そこで『間瀬郷土史』（間瀬村郷土史研究委

員／編，間瀬公民館 1954 年）を確認。「昭和９年 鯨高屋浜に漂着

す」という記述を発見するも、写真はありませんでした。 

 次に、クジラ関連の資料『日本海のクジラたち』（本間義治／著，考古堂書店 2003年）を参照。間瀬

のクジラについては、海雲寺境内に残る鯨塚（墓）の写真が掲載されているのみでした。 

 当時の写真が見つからないため、当館の郷土資料コーナーにて写真集や記録を探索。その結果、『写真

集ふるさとの百年 西蒲原』（日報事業社出版部／編，新潟日報事業社 1981 年）に「間瀬小学校前の海

岸に、長さ約 15メートルもの大鯨が流れ着いた」という解説つきの写真を見つけることができました。 

 今回の調査で間瀬地区に関する様々な資料を参照し、間瀬が景勝地として、また漁港や海水浴場として 

地元の人々の生活に根づき、大切にされてきたことがわかりました。   ＜岩室図書館 本間（寿）＞ 

レファレンス（調査相談）事例紹介 岩室地域の図書館として、 

郷土資料の保存や提供に 

より力を入れていきたいと 

感じたレファレンスでした。 

何の本かは、 

借りてみての 

お楽しみ！ 



職員からのおすすめ  
～ お仕事ものがたり ～ 

 

 

『珍獣ドクターのドタバタ診察日記』 田向 健一／著 ポプラ社 2017 年 

「どんな動物も診察します！」そんな珍獣ドクター田向(たむかい)先生の動物病院に

はいろいろな動物がやってきます。イヌやネコはもちろん、ウサギ、サル、ヤギ、 

カエル、ヘビ、金魚……ときにはふつうの人は見たことも聞いたこともないような 

珍しい動物がくることも。 

 今まで治療した百種類をこえる動物たちとの出会いと別れ、面白エピソードなど 

がユーモラスに書かれています。            ＜潟東図書館 宗村＞ 

 

 

『最高齢プロフェッショナルの教え』 徳間書店取材班／著 徳間書店 2010 年 

 様々な職種に携わる現役最高齢の方が登場する本です。厳しい時代も経験しながら

手に入れた仕事への思いが、ご自身の言葉で語られています。そこには、80・90 歳

といった年齢になっても生き生きと働き続けるパワーがぎゅっと込められています。 

 お一人ずつのポートレート写真は大変魅力的で、見どころの一つにもなっていま

す。続編にあたる『最高齢プロフェッショナルの条件』もおすすめです。 

                          ＜巻図書館 齋藤（千）＞ 

 

『わたしを追いかけて』 高村 透／著 KADOKAWA 2014 年 

 尊厳死が法制化された架空の日本。しかし家族を巻き込むその問題は、法律で

単純に割り切れませんでした。ある末期患者の延命をめぐって、医師と社会福祉

士が互いの倫理を戦わせます。 

 こちらは「すご腕」が活躍する痛快な物語ではありません。逆に、できる事の

限界に苦悩する姿から、プロの精神を感じられるでしょう。静謐で叙情的な文章

からは命の熱さが伝わります。終末期医療について深く考えさせられる、社会派

小説です。                    ＜西川図書館 長谷川＞  

勤労感謝の日に 

ちなんで… 

児童書 

西川図書館 企画コーナー 

西川図書館に新しい CDが 13 点届きました。 

（しばらくは新着図書コーナーにあります） 

これから各館でも、少しずつ新着 CD・DVD 

を追加していきますので、お楽しみに！ 

現在、西川図書館の企画コーナーでも職業にまつわる小説

やノンフィクションを特集しています。（1 月まで） 

ほかにも、各館では月ごとにテーマを決め展示コーナーを

作っていますので、ぜひご覧ください。 



 

 

 

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 
 
 

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 
12/22のスペシャル回は午前11時から正午（２面参照） 

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 

  
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） 

11 月 17日のテーマは 

 「私の目を開かせてくれた一冊」 

12 月 15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。 

12 月 29日（土）、30日（日）は全館お休みです 


