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西蒲区の図書館では、夏休み期間に子ども向けの各種イベントを行います。どうぞご参加ください。 

 

 

おばけさがしのビンゴと図書館クイズに挑戦しよう！ 

期間：7 月 20 日（土）から 9月 3日（火） 

対象：幼児～小学生  申し込みは不要です 

 

 

出たカプセルの番号と同じ番号の本を借りよう。 

期間：7 月 20 日（土）から 8月 31日（土） 

対象：どなたでも  申し込みは不要です 

 

 

図書館の中に隠された４つのクイズを解いてもらいます。 

期間：7 月 20 日（土）から 8月 31日（土） 開館中いつでも 

対象：小学生まで 挑戦したい人はカウンターの職員に声をかけてください。 

 

 

偏光板を使って、光の色を見てみよう！ 詳しくは、巻図書館へお問い合わせください。（0256-73-5066） 

日時：8 月 24 日（土） 午前 10 時 30 分 から 11時 30分 

会場：巻図書館 学習・講座室 

講師：遠藤敏雄さん（遊びの科学コーディネーター） 

対象：小学生   定員：25 名 

持ち物：はさみ、参加費 100 円 

参加申込受付：8 月 4日（日）から ※定員になり次第受付終了 

  

 
令和元年 7 月（隔月発行） 

潟東図書館 臨時休館のお知らせ 
8 月 16日（金）、潟東図書館は 

「おまつり広場」開催のため休館させていただきます。 
次ページにつづきます 

夏のイベントは 

まだまだあるよ 

どんな本かは、 

借りてからのお楽しみ 

ぼくたちをさがしてね！ 

みんなの挑戦を 

待っているよ！ 

たいぐるまリードくん 

主催：本の森のなかま・巻 

共催：巻図書館 



おはなし会スペシャル！ いつものおはなし会がパワーアップ！ 

夏だけの特別回にぜひご参加ください。（いずれも申込み不要） 

図書館 内容 日時 対象 

潟東 

ボランティアのおはなしのじかん 

ボランティアグループ『ひまわり』による、 

楽しいおはなしと工作の時間です。 

７月 14日（日） 

9 月 8日（日） 

午前 11時から 11時 30 分 

（1 回だけの参加もOK！） 

幼児 

から 

巻 

ふしぎでこわ～いおはなし会 

ふしぎな絵本、こわ～い絵本のよみきかせ 

をします。年齢に合わせた 2 部構成です。 

8 月 4 日（日） 

午後 3時 から 3時 25 分 

３歳 

から 

8 月 4 日（日） 

午後 3時 30分 から 4 時 

小学生 

から 

西川 

えほんよみかたりの会 夏休みスペシャル 

ボランティアグループ『まつぼっくりの会』による 

おはなし会です。わらべうたや紙しばいもお楽しみに！ 

８月 24日（土） 

午前 11時 から 正午 

どなた

でも 

 

 

「自由研究、どの本で調べたらいい？」 

「読書感想文におすすめの本をおしえて」 

 そんな質問、よろこんで受け付けます！ 職員までお気軽にご相談ください。 

また、夏休みの課題解決に役立つ本を集めたコーナーも作ります。（貸出できます）            

  

 （連載 第 9回） 

Ｑ．タケの花が咲くのは珍しいの？ 写真が見たい！  

Ａ．『総合百科事典ポプラディア』（ポプラ社 2011 年）によれば、タケの花はある時期にいっせいに咲き 

始め、そのあと全部枯れてしまう、とあります。しかし残念ながら写真は載っていませんでした。 

そこで『原色ワイド図鑑』（学研 2002 年）を見ると、開花周期はマダケなどで 100～120年。 

やはり花が咲くと枯れるようですが、ここにはマダケの花の写真が載っていました。 

 もう少し大人向けの図鑑を見てみると『朝日百科植物の世界』（朝日新聞社 1997

年）には、1988 年に大分県で咲いたマダケの花の写真が掲載されていました。 

 新潟市でも、今年 5 月に「いくとぴあ食花」のキンメイチク（金明竹）が 

開花したようです。ホームページで大変珍しい写真がご覧になれますよ。 

いくとぴあ食花Ｈ Ｐ
ホームページ

 … http://www.ikutopia.com/ 

（インターネット情報は 6月 29日確認）    ＜潟東図書館 田中＞ 

レファレンス（調査相談） 
事例紹介 

かもんちゃん 

下の記事で、過去にあった質問を紹介するよ 

7 月 14日はミニ風車を作るよ♪ 

期間：7 月 20 日（土）から 

8 月 31日（土）まで 



西川図書館「うちどく」ブックリスト 
 読書を通じて家族のつながりを深め合う活動「うちどく」。 

今年も西川地域で実施します。このブックリストでは西川地域の 

小中学校の先生や図書館職員が、おすすめの本を紹介しています。 

どうぞ「うちどく」の本選びの参考にしてください。 

 

『わたり鳥』 鈴木まもる／作・絵 童心社 2017 年 

 子育てのために定期的に遠距離を行き来する鳥をわたり鳥といいます。春から夏

にかけて日本にやってくるツバメ、冬になると北の国から飛んでくるコガモやオオ

ハクチョウなど、私たちにとってなじみ深い鳥もわたり鳥です。 

 鳥たちの旅に地図や誰かの教えはありません。自分の感覚だけを頼りに、何千キ

ロも離れた目的地へ向かって飛んでいくことには驚かされます。わたり鳥の不思議

な世界に触れてみませんか。        ＜岩室図書館 本間＞ 

 

 

『エヴァーロスト』  

 子どもたちの魂が暮らす、生と死の中間地点「エヴァーロスト」。享年 14 歳のアリ

ーとニックは、そこで新入りとして迎えられ、百年前の少年と友達になります。 

 指導者メアリーは永久不変のエヴァーロストを「祝福された場所」と説きますが、ア

リーたちは現世に帰ることを諦めません。力を合わせて困難を乗り越え、不思議な世界

を旅します。哲学的な問いを投げかける冒険ファンタジー小説です。 

 ＜西川図書館 長谷川＞ 

 

『拙者は食えん！ サムライ洋食事始』 熊田 忠雄／著 新潮社 2011 年 

 現代では、日本にいながらにして様々な国の食文化に接することが可能となってい

ます。その一方、海外旅行の際に日本食を携帯する人もいらっしゃるようです。 

 本書では、主に幕末、欧米へ渡航した者たちの記録から、彼らの西洋料理との出会

いと苦労を描いています。彼らが辟易した西洋料理の特徴は何か、恋しがった日本の 

調味料は何か？ 食を通して幕末日本から欧米へ、時間と空間の旅をしてみませんか。 

               ＜巻図書館 三富＞ 

  

ニール・シャスターマン／著，岡田 好惠／訳 

SB クリエイティブ 2008 年 

絵本 

「うちどく」ブックリスト 

ここに紹介してい

る本は、図書館で

借りられるよ！ 

西川図書館の 7 月の正面展示も 

「本を旅する」です。 

旅行記や写真集、アウトドア入門 

などを特集しています。 

期間：8 月 6日（火）まで 
西川図書館 正面展示 

読書で旅行気分♪ 



 

 

 

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 

※8 月 24 日（土）はスペシャル回。午前 11 時から正午 

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） 

7 月 20日のテーマは「こわい」 

8 月 17日のテーマは無し（自由） 

開催日：（いずれも第２水曜日） 

７月 10 日， 9 月 11 日， 

10 月 9 日， 11 月 13 日 

 


