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巻図書館 本の森講座 

日時：11 月 16 日（土） 午後 1時 30 分 から 3 時 30分 

会場：巻図書館 学習・講座室 

講師：乙山由起子さん（越前小学校地域教育コーディネーター、願正寺坊守） 

 子育て、親の介護、自分自身の老い……人生はままならないことばかり……。 

でも、「苦しみ」を大きくしているのは自分自身かもしれません。 

輝く「言葉」との出会いが、あなたの心をやわらかくし、毎日を明るくして 

くれることがあります。多くの「ままならないこと」を経験してこられた乙山由起子さんに、 

ご自身の経験と、折々に出会った「言葉」について語っていただきます。 

 

申込み・問い合わせ先：巻図書館 電話…0256-72-5066 

  申込み受付は、10月 6 日（日）午前 10時から 

11 月 10日（日）午後 5 時まで   先着 30 名 入場無料 
 

 

西川地域の小中学生が夏休み中に家で読んだ 

本の紹介シートを、各校数人分展示します。 

期間：11 月 8 日（木）から 12月 4日（火） 

 

 
日時：10 月 20 日（日） 午前 10時から午後 4 時 

対象：どなたでも 

 ※汚れてもよい服装でお越しください 

展示期間：10 月 23 日（水）から 11 月 30 日（土） 

 10 月 20 日（日）は岩室産業まつりが開催されますが、岩室図書館内でもイベントを行います。 

必要なものは「あなたの手」です。手形で秋にまつわる巨大アートをつくり、「こどものへや」に飾ります。 

そのほかに読み聞かせも行います（次ページの記事を参照）。どなたでも参加できますので、遊びに来てください。  

 
令和元年 9 月（隔月発行） 

生き方を変える言葉との出会い 
～人生の秋を楽しく～ 

昨年度の手形アート 

主催：本の森のなかま・巻  
共催：巻図書館 

子どもたちのおすすめの一冊

をぜひ読んでみてください 



おいでよ！秋のおはなし会  
☆ いずれも申込み不要 
  このほか、定例のおはなし会は 4 面を参照 

図書館 内容 日時 対象 

岩室 
おはなしのじかんスペシャル 
迫力満点の大型絵本や、手袋シアターで 

楽しい時間を過ごしましょう。 

10 月 20日（日） 

午後 2時 から 

   2時 30分 まで 
どなた

でも 

西川 
えほんよみかたりの会 読書週間スペシャル 
ボランティアグループ『ゆめのたね』によるおはなし会です。

わらべうたや手あそびもお楽しみに！ 

10 月 27日（日） 

午前 10時 30分 から 

   11時 30分 まで 

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。 

11 月 10日（日） 

午前 11時 から 

   11時 30分 まで 

幼児 

から 

 

読み聞かせボランティア入門講座 （連続４回） 
絵本の選び方やわらべうたなど、図書館司書が講師を務める初心者向けの講座です。どうぞご参加ください。 

回 日 時 ※ 内   容 

１ 10月26日（土） 読み聞かせってなに？ ／ 絵本の種類と選び方 ／ 読み聞かせの方法 

２ 11 月 2日（土） 
子どもの発達に沿った絵本の選び方 ／ 乳幼児への読み聞かせ ／ 

プログラムのつくり方 ／ 絵本の読み聞かせ実習① 

３ 11 月 9日（土） 絵本の読み聞かせ実習② 

４ 11月16日（土） ボランティアグループ等との交流会 

※ 時間はいずれも午後 2 時から 4 時 

会場：坂井輪地区公民館 講座室１・２ 

対象：初めて受講される方で、全４回通して受講でき、 

   受講後に新潟市の図書館、図書室、学校等で活動を希望する方。 

申込み・問い合わせ先：坂井輪図書館 電話…025-260-3242 

           申込み受付は、9 月 22日（日）午前 11時開始 先着 15 名（参加費無料） 
 
 

潟東・巻図書館  雑誌リサイクル 

保存期限の過ぎた雑誌を、下記のとおり無料配布します。 

なくなり次第終了ですので、お早めにどうぞ。 

図書館 日時 場所 対象バックナンバー 上限 

潟東 
10 月 26日（土）・27日（日） 

午前 10時 から 午後 5時 
閲覧室 平成 29年発行号 なし 

巻 
11 月 3日（日） 午前 10 時 から 午後 5時 

※祝日ですが、日曜日なので開館となります。 

学習・ 

講座室 

主に平成 28年発行号 

と、寄贈図書の一部 

おひとり 

10 冊まで 

令和元年度 西区・西蒲区 
図書館合同事業 

持ち帰り用の入れ物は 

各自ご持参ください。 



職員からのおすすめ ～おばけとおかしの本～ 

 

『おばけのジョージ―おおてがら』  

 

 

 ジョージ―は、ホイッティカーさんの家に住んでいる、ちいさなおばけ 

です。とてもはずかしがりやなので、人をおどかすことなんかできません。 

 ところがある晩、ホイッティカーさんの留守に、どろぼうたちがやってきて、古くて素敵な家具を盗んでい

ってしまいました。さあたいへん！ジョージ―は、どろぼうのトラックを追いかけますが、大切なアンティー

クを取り返すことができるでしょうか。                     ＜潟東図書館 田中＞ 

 

『おかし』 なかがわりえこ／ぶん やまわきゆりこ／え 福音館書店 2013 年 

 主人公のなおきは、毎日おやつの時間を楽しみにしている小学 3 年生の男の子。

そんななおきの日常を通して、おかしの役目やレシピがおいしそうなイラストと共

にたくさん紹介されています。 

 例えば、ドッジボールの試合で子ども同士がにらみあう結果になっても、みんな

で一緒におかしを食べると、元気が回復し、自然と仲直りできたり。おかしはおい

しいだけでなく、みんなが楽しく暮らせるような役目もしているのですね。 

＜巻図書館 斎藤＞ 

 

 

 

 

『アイスクリームが溶けてしまう前に（家族のハロウィーンのための連作）』 

             小沢健二と日米恐怖学会／著 福音館書店 2017 年 

 バングラデシュから引っ越してきたばかりのご婦人に向かって、小さな怪物たち

が「お菓子をくれないと、いたずらするぞ！」と叫ぶところから、おはなしは始ま

ります。 

 アメリカでは、家族で衣装をつくるところからがハロウィンの本当の楽しみ方。

針金ハンガーを使ったもの、箱でつくった自動販売機のアイディアなどが、ポップ

なイラストで紹介されていて楽しい。ハロウィンの本場・アメリカでの心温まるハ

ロウィンが描かれた一冊です。             ＜西川図書館 大滝＞ 

 

 

『ハロウィンパーティレシピ』 木村幸子／著 主婦の友社 2015 年 

 今年のハロウィンは、手作りメニューにチャレンジしてみませんか。子どもと一緒

に作れそうなお手軽料理からタルトやケーキなど本格的なデザートまで、ハロウィン

パーティーに役立つレシピ集です。おばけの形のチョコレート、かぼちゃをまるごと

使ったグラタンなど見た目にも楽しい料理やお菓子が満載で、読むだけでワクワクで

きます。                        ＜岩室図書館 本間＞  

ロバート・ブライト作／絵 

なかがわちひろ／訳 

徳間書店 2004 年 

ハロウィンに 

読みたいね☆ 



 

 

 

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 

※10 月 27 日（日）はスペシャル回。（２面参照） 

 午前 10 時 30 分 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） 

９月 21日のテーマは「月・宇宙」 

10 月 19日のテーマは無し（自由） 

開催日：（いずれも第２水曜日） 

 9 月 11 日， 10 月 9 日， 

11 月 13 日 

 


