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 下記のとおり、保存期限の過ぎた雑誌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。なくなり次第終了ですので、お早めにどうぞ。 

図書館 期間 （いずれも開館時間内） 場所 

西川 2 月 28日（木）から 3月 10 日（日） 
閲覧室 

正面展示コーナー前 

岩室 3 月 10日（日）から 3月 24 日（日） １階 閲覧室中央 

 

潟東図書館 本の福袋 2019 
 図書館員が選んだおすすめ本が２冊ずつ入っています。 

書かれたテーマを頼りに選んでください。子ども向けには対象年齢が記してあります。 

期間：1 月 19 日（土）から 2月 5日（火） 

 

蔵書点検のため休館いたします 
 
図書館 休館する期間 

岩室 １月 23 日（水）から １月 30 日（水） 

潟東 2 月 6 日（水）から 2 月 13 日（水） 

西川 2 月 20 日（水）から 2 月 27 日（水） 

 
平成 31 年 1 月（隔月発行） 

対象のバックナンバーは 

主に平成 28 年発行号です 

西川図書館 正面側風除室 

としょかん博士 

西川図書館美化ボランティアの方々が 

すてきな繭玉飾りを作ってくださいました。 

宝舟、小判などの縁起物に交じって 

絵本を読む人形がかわいらしいです。 

ご来館の際、ぜひご覧ください。 

本年も西蒲区の図書館をよろしくお願いします。 

開けるまでドキドキ… 

どんな本が入っているかはお楽しみ！ 

 岩室・潟東・西川の３館は、蔵書点検のため 

左の表のとおり順次休館します。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 を除く） 



新しいＣＤ・ＤＶＤを続々追加！ 
 西蒲区では４つ全ての図書館でAV（視聴覚）資料を貸出しています。 

各館で今年度に購入したＣＤ・ＤＶＤを追加しましたので、ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上ご紹介した資料は、AV 資料取扱館（※）ならどこでもお取り寄せができます。 

新着タイトルは貸出中になっていることが多いので、予約サービスもご利用ください。 

※ 西蒲区の４館 ＋ 中央・豊栄・生涯学習センター・亀田・新津・白根・月潟・坂井輪・黒埼 

 

 

◆ 西川図書館協議会委員を募集します ◆ 

任期：2019 年 4 月 1日から 2021年 3 月 31日 

会議：年３回程度（うち１回は市内７図書館協議会との合同） 

平日の昼間で 2時間程度、会場は西川学習館を予定。 

委員報酬として会議 1 回につき 13,000 円を支給。 

募集人数：2 名（総委員数 10 名） 

応募資格：2019 年 4月 1 日時点で、次の全ての要件を満たしている方 

① 西蒲区内に在住する満 18 歳以上の方 

② 新潟市が設置する他の附属機関等の委員でない方 

③ 新潟市職員および新潟市議会議員でない方 

選考にあたって作文を審査させていただきます。２月 12日（火）必着。 

テーマ：「市民と図書館の協働のあり方」（1200字以内） 

応募についての詳細は図書館のホームページをご覧いただくか、 

西川図書館までお問い合わせください。（電話：0256-88-0001）

 

図書館協議会とは？ 

図書館の運営に関する諮問に応じたり、 

館長に対して意見を述べる機関です。 

『船村徹 ヒット・ソングス』 

日本コロムビア 2018 年 

 日本の歌謡界を代表する作曲家、船村徹の

代表曲を集めたアルバムです。『矢切の渡し』

など 18曲を収録しています。 

 

『ヨーロッパ・アルプス』 

全３巻（海外トレッキング・ガイドシリーズ） 

山と渓谷社 2011 年 

 山の風景だけでなく、ワイナリー訪問やチーズ作り

など、周辺の風物を美麗な映像でお届けします。 

『いわむロック FESTIVAL 2018』 MUSIC DROP produce 2018 年 

 岩室温泉を盛り上げるべく、有志が集まってスタートした 

「いわむロック FESTIVAL」の CD です。若手アーティストの登竜門・ 

地域活性型のフェスとして開催され、メジャーデビュー決定アーティスト 

も出演しています。2019 年にも開催が決定している

ので、今からフェス気分を楽しんでみませんか？ バックナンバーも 

2015 年からあり！ 

ドキュメンタリーDVD 邦楽 CD 

郷土 CD 

館内でも視聴 

できます。 



 

 

『日本のねこみち』 岩合光昭／著 朝日新聞出版 2015 年 

 日本各地のねこたちを、撮影秘話とともに紹介しています。「ねこみち」

とは、ねこが日常的に通う道のこと。春の日差しを浴びてまどろむねこ、

降りしきる雪の中寄り添う２匹。ねこにも、いろいろな表情があるようで

す。ふかふかの冬毛に衣替えしたねこたちに癒されてみませんか？ コラ

ムの猫撮影の極意も必見です。         ＜潟東図書館 田中＞ 

 

『ぼうし』 ジャン・ブレット／作 松井るり子／訳 

       ほるぷ出版 2005 年 

 はりねずみのハリーは、靴下をかぶった姿を友達に笑われておもし

ろくありません。意地を張って、これはすてきなぼうしだと言い張り

ます。そんなハリーを笑いつつも、みんなぼうしが気になってそわそ

わ…。ぼうしをめぐって動物たちの愉快なドタバタが始まります。ペ

ージのすみずみまで繊細な工夫が凝らされた一冊です。 

                  ＜岩室図書館 本間（星）＞ 

 

 

 

 

『わらいばなし』 寺村輝夫／文 ヒサクニヒコ／画 あかね書房 1978 年 

 ごちそうを食べたことがない村人たちは、おしょうさんのまねをして食べる

ことに。ところが、おしょうさんがいもを転がしてしまい…。 

「ころがるいも」や「きものをぬげ」など、41話の笑い話を収めた本です。 

思わずプッと吹き出してしまうことうけ合い。一気に読んでも、一話ずつ読ん

でも楽しめます。                 ＜西川図書館 齋藤＞ 

 

 

『しゃべれども しゃべれども』 佐藤多佳子／著 新潮社 2000 年 

 噺家・今昔亭三つ葉は、話すことに悩みを持つ４人に落語を教えることにな

りました。自分自身も仕事や恋愛がうまくいかず、それぞれが問題を抱えた状

況のなか、三つ葉は落語発表会をやろうと提案します。はたして成功するので

しょうか？ 

 周囲とぶつかってばかりいる不器用な登場人物たちの触れ合いが、生き生き

と描かれていて、心があたたかくなる物語です。    ＜巻図書館 小林＞  

  

ゆかいな本で 

明るい一年を始めよう！ 

 

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：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 

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） 

ご注意 蔵書点検期間はお休みです。（１面参照） 

1 月 19日のテーマは 

「私の好きな作家、苦手な作家」 

2 月 16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。 


