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西蒲区の４館で実施中！ 期間：６月４日（火）まで 
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「この本だいすき！」 
好きな本の題名や一言メッセージを、ふせんに書いて貼ってください。 

大人の参加も大歓迎です。お子さんと一緒に読んで楽しかった本など、 

思い出の一冊をぜひ紹介してください。 

「うちどく読書ノート」 配布 
日付・題名・一言メモなどを記録できるノートです。20冊分たまっ 

たら、るーぽんのシールをプレゼント！ ぬりえタイプもあります。 

 

潟東図書館 「としょかんでＢＩＮＧＯ
ビ ン ゴ

！」 

期間：4月 20日（土）から 6月 4日（火）まで 

対象：小学生まで（大人の方も参加できます） 

内容：潟東図書館で本を借りて、ビンゴをそろえよう！ 列がそろったら素敵なプレゼントがもらえるよ。 

 

巻図書館 「君も図書館で名探偵！」 読書週間スペシャル 

期間：4月 20日（土）から 5月 31日（金）まで 

   開館中いつでも（チャレンジしたい人は職員に声をかけてください） 

対象：小学生まで 

内容：本に関するクイズに答えて全問正解すると、プレゼントがもらえるよ！  

 
令和元年５月（隔月発行） 

今だけのスペシャル問題に 

挑戦しよう！ 

巻図書館蔵書点検のお知らせ 

巻図書館は6 月 27 日（木）から7 月４日（木）まで、蔵書点検のため休館いたします。 

それにともない、6月 13 日（木）から貸出期間が 3週間となります。 

なお、休館中も返却ポストにお返しいただけます。（AV資料を除く） 

たくさん紹介してくれて 

ありがとう！ 

まだまだ募集中です。 

西川図書館 

児童コーナー 



 
４月から、西蒲区の図書館に新しく３名の司書が 

着任しました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この春、ひとつ成長したあなたへ ～ＹＡコーナー紹介～ 

YAとはYoung
ヤ ン グ

 Adult
ア ダ ル ト

の略。中高生をはじめとする 10代の若者を指す言葉です。 

西蒲区では、巻・西川の２図書館で、若い世代におすすめの本を集めた YA コーナーを設置しています。 

子どもの本から一歩レベルアップして、お気に入りの１冊を探しませんか？  

約 2,300冊の図書のほか、ティーンズ向け雑誌 

『セブンティーン』と『ファインボーイズ』も所蔵し

ています。現在、展示棚では「友情・学校」がテーマ

の本を特集していますので、ぜひお楽しみください！ 

司書のおすすめ：『園芸少年』 

      右のページで詳しく紹介！ 

 中央図書館より異動してまいりました。西蒲

区の美しい風景を眺めながらの通勤に、心癒さ

れています。本との出会い、人との出会いを大

切に、日々を過ごしたいと思います。 

おすすめの本：『サーカスの夜に』 小川糸／著 

 内野図書館より異動してまいりました。豊かな

自然に囲まれた図書館で勤務でき、嬉しく思って

います。 

おすすめの本：『おやすみ、ぼく』 

アンドリュー・ダッド／文，エマ・クエイ／絵 

 

 亀田図書館より異動してまいりました。大好

きな角田山を目指して出勤しています。明るく

広々とした西川図書館で働けることを嬉しく思

っています。 

おすすめの本：『みつけて！アートたんてい』 

ブルック・ディジョヴァンニ・エヴァンス／著 

約 2,500 冊の図書があります。知識の本はもちろん、 

思春期の心をゆさぶる物語がたくさん！ 不朽の名作 

から最近の小説まで、幅広く取りそろえています。 

大人の方もぜひ、お立ち寄りください。 

司書のおすすめ：『14歳の世渡り術』シリーズ 
西川図書館 YA コーナー 

巻図書館 YA コーナー 

         西川図書館 司書 

            大滝 

西川図書館 司書 

   神林 

 

 

潟東図書館 司書 

   渡辺 



 
 

『えいごえほん百科スタート はじめての小学校英語』 講談社 2018 年 

 ２０２０年度から、小学校で本格的に外国語学習が始まります。不安な気持ちを抱えているご家庭も多いので

はないでしょうか。この本は、豊富なカラーイラストとともに、親子で一緒に英語表現を知ったり、楽しんだり

することができるようになっています。掲載されている英語の単語や文章をネイティヴの発音で聞ける 2次元コ

ードもついています。目で、耳で、口で…この本をきっかけに、楽しく英語学習をはじめてみませんか。 

                                        ＜潟東図書館 小林＞ 

 

『古墳のひみつ』 古代浪漫探求会／著 メイツ出版 2018年 

 新元号名ゆかりの古代や、さらに昔へ思いをはせてみませんか？ こんもりとした小

山にしか見えなかった古墳は、著者によると、語りだしたくてうずうずしているんだそ

うです。本書により、築造時期、形や時代背景、埴輪、鏡らの副葬品を知れば、会話の

準備完了とのこと。大きな写真が添えられた、封印された古墳ミステリー紹介、全国の

有名古墳＆古墳群１２＋３０箇所案内もあります。      ＜西川図書館 甲斐＞ 

 

 

 

『雪と珊瑚と』 梨木香歩／著 KADOKAWA 2012 年 

 生後まもない娘を抱え、途方に暮れていたシングルマザーの珊瑚。自分さえしっかり

していれば、と思っていた珊瑚ですが、くららという女性との出会いをきっかけに変わ

り始めます。多くの出会いに支えられ、珊瑚は、人に元気を与えられる惣菜カフェを開

くことに。どんな困難にもへこたれず、立ち向かっていく珊瑚の姿に、こちらも勇気を

もらえます。                       ＜岩室図書館 山田＞ 

 

『園芸少年』 魚住直子／著 講談社 2009年 

 平穏な進学校に入学した篠崎は「てきとーに要領よく」高校生活を送ろうと考えていました。ところが、ひょん

なことから見た目ヤンキーな大和田とともに園芸部に入部することに。そこへ段ボール箱をかぶった庄司が加わり

ます。目標は、部員がいなくなってから荒れ果てていた花壇を花と緑でいっぱいにすること！ 

 ちょっと不器用な少年たちと植物の成長（生長）物語です。              ＜巻図書館 宗村＞ 

 

 

  

西川図書館では、５月の正面展示に 

「挑戦！ はじめよう！」 と題して 

さまざまなジャンルの入門書を特集しています。 

期間：６月４日（火）まで 

児童書 

ビギナーのみなさんを 

応援します！ 

西川図書館 正面展示 



 

 

 

としょかん博士 

西蒲区の本の森 

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？ 

老若男女どなたも歓迎。お気軽にご参加ください。 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2 時 から 4 時  会場：西川学習館（西川図書館向かい）研修室 
 

行政書士無料相談会  専門家に相談できるチャンス！ 

相続・遺言・エンディングノートについて、行政書士が相談に応じます。秘密は固く守られます。 

時 間：①午後 2 時から 3時 ②午後 3時から 4時 

会 場：西川図書館 

   （個室へご案内します。職員にお声かけください） 

申込み：カウンターか電話（0256-88-0001）で受付。 

    先着順。1度に複数のコマは予約できません。 

  

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・土・日曜日 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 

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 
（一組 10 分程度） 

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：午前 10 時から午後７時 

・日曜日，祝日：午前 10 時から午後５時 

 

○休館日 

・毎週金曜日    ・蔵書点検期間 

・第１水曜日（図書整理日） 

・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：午前 10 時から午後７時 

・土，日曜日：午前 10 時から午後５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） 

５月 18日のテーマは「出発（新たなスタート）」 

６月 15日のテーマは無し（自由） 

開催日：（いずれも第２水曜日） 

6 月 12 日， ７月 10 日， 

9 月 11 日， 10 月 9 日， 

11 月 13 日 

 


