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 西川図書館では、認知症を知り、理解を深めてもらうために 

新コーナー「認知症にやさしい本棚」を設置しました。 

症状や予防法はもちろん、介護・ケアの方法や体験記、 

支援制度など、関連する資料を並べています。 

認知症は誰もがなり得る身近な病気のひとつです。 

「知りたいな」「困ったな」 そんなときはぜひ、 

こちらのコーナーをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新着図書のコーナーを、入ってすぐの 

正面展示棚右側に移動しました。 

その分、郷土資料のコーナーを拡大し、 

広々と利用できるようにしました。 

 

春休みに読んでみよう！ 西川図書館おすすめのほん 

 西川図書館の職員が、小学生のみなさんにおすすめしたい本を選び 

リストにしました。また、おすすめの児童書の展示もしています。 

この春、図書館で本をかりて読んでみよう！ 

 

配布日時：3 月 16日（土）から 4月 7日（日）  

 
平成 31 年 3 月（隔月発行） 

認知症に関するチラシや 

パンフレットも集めています。 

新着図書コーナー 西蒲区の郷土資料コーナー 

学年に合わせて 

いろいろな本を 

紹介するぞ！ 

わかりやすく 

ジャンル別に 

なっています。 

としょかん博士 



岩室図書館  春のアートイベント 

図書館のガラスにお絵かきしちゃおう！ 
 4 月 13 日から全４回、土曜日の「おはなしのじかん」がスペシャルになります！ 

「おはなしのじかん」のあとに、まほうのクレヨンでお絵かきを楽しみましょう。 

日時：4 月 13 日、４月 20 日、4月 27日、5月 11 日（いずれも土曜） 

※ 5月 4 日（土）は祝日のため休館です。 

「おはなしのじかん」 午前 11時から 11時 30 分 

「図書館のガラスにお絵かきしちゃおう！」 その後 20分程度 

 

いろいろな形から想像してお絵かきしちゃおう！！ 

○
まる

があったら思いつくものはなんですか？ あなたがイメージするものに変身させてみよう！ 

その他のあそびもあるよ！ プレゼントもあります。 

日時：4 月 28 日（日）午後 2時 から 4時 （入退出自由） 

 

 

 

どちらのイベントも申し込み不要です。岩室図書館へ直接おこしください。 

  

 （連載 第８回） 

Ｑ．夏目漱石の『坊ちゃん』に登場する 

「越後の笹飴」について知りたい。 

Ａ．『新潟郷土物語』（石川秀雄／著，歴史図書社 1980年） 

に、「高田の粟飴・翁飴・笹飴」として紹介されています。 

それによると、越前松平家の家臣、高橋六右衛門が高田に来て菓子屋となり、三代孫左衛門の時代、

享保年間（1716～36）に粟から飴を作ることに成功。四代目の時代にはもち米を原料とした透明な 

水飴に改良を行いました。文化・文政（1804～30）の頃には、この水飴を白くねり、指頭大に切って

一枚の熊笹ではさんだ笹飴がつくられた、との事です。高橋家は高田藩の御用菓子屋だったそうです。 

『食は新潟にあり ―新潟の風土・食・食文化―』（本間伸夫／著，新潟日報事業社 2008 年）には

現在の笹飴製造元として、上記の高橋孫左衛門と、大杉屋惣兵衛のふたつが案内されています。また、

漱石の主治医、森成麟造医師が高田出身であり、漱石と笹飴を結びつけた人物であることが記述されて

います。                                 ＜巻図書館 三富＞ 

レファレンス（調査相談）事例紹介 

「清が越後の笹飴を笹ぐるみ 

 むしゃむしゃたべている…」 

（夏目漱石『坊ちゃん』より） 

汚れてもよい服装で来てね。 

きみの想像力で、いろんなものに変身だ！ 



西川図書館 土曜日のえほんよみかたりの会の時間が変わります 

 ボランティアグループ「まつぼっくりの会」が西川図書館で開催する 

えほんよみかたりの会は、平成 31 年 4 月より 

 毎週土曜日 午前 11 時から 11 時 30 分まで  

に変更となります。ぜひおこしください。 

 

 

 

 

 

『短歌・俳句・近代詩・漢詩を楽しむ 18 のアイデア』 

 （シリーズ『わかる、伝わる、古典のこころ』第２巻） 

       工藤直子・髙木まさき／監修 光村教育図書 2009年 

 短歌や俳句を作ってみたいと思いませんか？ この本は、それぞれの歴史や

形式について、簡潔に説明されています。その上で『小倉百人一首』全首や、

『万葉集』、『おくのほそ道』といった有名な古典作品の一部が紹介され、意味

がわかるようになっています。漢詩や近代詩を取り上げたページもあります。 

 すぐれた作品を味わいながら、ぜひ一句詠んでみて下さい。巻末には作品作

りのヒントもたくさん載っています。 

＜潟東図書館 小林＞ 

 

『短歌ください』 穂村弘／著 メディアファクトリー 2011 年 

 歌人の穂村弘が、雑誌『ダ・ヴィンチ』上で読者から募集した短歌を講評し、

編集したものです。「恋愛」「眠り」「家族」など、私たちに身近なテーマごとに

短歌を紹介しています。何気ない日常の出来事を各々の感性によって詠んだ短

歌。それらが著者の講評により、いっそう味わい深いものになっています。 

読み進めるうちについつい一首詠みたくなる。そんな一冊です。 

                 ＜西川図書館 大西＞ 

 

 

『蕩児』 中原道夫／著 富士見書房 1989 年 

 中原道夫は 1951年生まれ、旧西蒲原郡岩室村出身の俳人です。1989年

に発表された第一句集『蕩児』で、第 13回俳人協会新人賞を受賞しました。 

 ささやかな日常に着眼しながらも、それらを斬新な発想で表現した句が読み

手の心をとらえます。「毒消」や「国上山」を詠んだ、郷土新潟を感じさせる

作品も収録されています。 

    ＜岩室図書館 本間＞   

郷土資料 

児童書 



 

 

 

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 

平成31年4月より、午前11時から11時30分（3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 

4/13 から 5/11 まで、終了後にイベントあり（2 面参照） 
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） 

3 月 16日のテーマは「新潟」 

4 月 20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。 


