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西川図書館・岩室図書館・巻図書館
～本のレストラン～
この秋、西川・岩室・巻の３つの図書館で本のレストランを開店しました。
子どもから大人まで、みなさんに楽しんでいただける、いろいろなメニューをご用意しています。
ご希望のメニューをカウンターの職員にご注文ください。職員がご注文の品を袋に入れてお渡しし
ます。何が入っているかは開けてみてのお楽しみ！
期間：10 月 24 日（土）～12 月 1 日（火）
☆ご注文された冊数は通常の貸出冊数（１５冊）に含まれます。

潟東図書館
．．．．
～私のいちおし本～

巻図書館
～君も図書館で名探偵！～
対象の本を借りて、本に関するクイズに挑戦
しよう！お家でゆっくりと読書しながら、問
題の答えを探してね！
４冊借りた人には、リードくんのしおりをプ
レゼントします。
期間：10 月 24 日（土）～12 月 1 日（火）
対象：小学生

あなたの「いちおし本」は何ですか？
館内設置のふせんに書いて「りんごの木」に貼
ってください。
「りんごの木」にたくさん実が
なりますように！
期間：10 月 27 日（火）～12 月 1 日（火）

『マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ』
古内 一絵／著 中央公論新社 2015.11
昼はダンスファッション専門店「シャール」、夜は不定期に営業するカフェ
「マカン・マラン」
。ちょっと変わったお店には悩みをかかえた人々が迷い
込んできます。訪れた人に合わせた食材を選び、心を癒す料理を出す店主である
ドラァグクイーンのシャール。さりげない会話によって新しい一歩を踏み出していく様子が描か
れています。短編で読みやすく秋の夜長にシリーズ４巻を読破したくなる本です。〈岩室・阿部〉

『91 歳、現役料理家の命のレシピ 食は生きる力』
城戸崎 愛／著
マガジンハウス 2016.9
「ラブおばさん」の愛称で親しまれ、今年 3 月に 94 歳で亡くなった料理家・城戸崎愛
さんの著作です。城戸さんは 20 歳で結核、30 歳で子宮がん、60 歳で糖尿病を患いまし
たが、その度に城戸崎さんを支えたのが「料理」
。年を重ね、改めて体や健康、食について考え、作ら
れたシニア食の数々が掲載されています。思い出深い料理のレシピと共に、人生を楽しむコツを味わ
えます。

〈潟東・渡辺〉

『ニレの木広場のモモモ館』
高楼 方子／作，千葉 史子／絵

ポプラ社

2015.10

ある土曜日の朝、偶然出会ったモモ・モカ・カンタ。初めて会ったのになんだか
気の合った 3 人は、ニレの木広場にある児童館で壁新聞「モモモ館」を作ることに
なりました。新聞の記事を集めて町を歩いていると、仲間が増えたり、思わぬ事件に
遭遇したりといろいろなことが起こります。おまじないのような不思議な響きの「モモモ館」。
あなたも仲間になってみたくなるのでは？

〈巻・宗村〉

『ぼくといっしょに』
シャルロット・デマトーン／作，野坂 悦子／訳

ブロンズ新社

2020.6

お母さんにおつかいを頼まれた僕は、玄関を出て、やおやさんをめざします。でも、
やおやさんまでの道のりは危険がいっぱい。深い森を抜け、不気味な音が響く岩山をこ
え、大きな海では、ひとくいざめに追いかけられます。僕は無事に家に帰れるのでしょうか。僕と
一緒に、おつかいを楽しんでみませんか。オランダでたくさんの子どもたちに親しまれている絵本
です。

〈西川・甲斐〉

西蒲区内図書館の館内展示
西蒲区内の図書館ではテーマを決めて毎月様々な展示を行っています。ご来館時には、
ぜひ手に取ってご覧ください。
正面 「秋を楽しむ」
児童 「乗り物の本」

一般 「―大胆不敵,神出鬼没― 怪盗たちの物語」
児童 「優しさ」
」
一般 「冬じたく」
・

・

・

児童 「おくりたい！もらってうれしい！てがみ」
企画 「心が温まる本」
「家族の物語」
「今だからこそ、田中角栄」
ブラウジングコーナー 「腸の元気は体の元気」
正面 「文学賞を読む

～読書の秋～」

～児童 「旅する本」

」

～これからの予定～
〈潟東図書館〉

西川・岩室・潟東図書館は蔵書点検のため

潟東図書館クリスマス会
「潟東図書館ボランティアひまわり」による

下記の期間を休館いたします。

おはなしと工作を行います。

〇岩室図書館

１月２０日（水）～１月２７日（水）

日時：12 月 13 日（日）午前 10 時から

〇潟東図書館

２月３日（水）～２月１０日（水）

場所：潟東ゆう学館 ２階

〇西川図書館

２月１７日（水）～２月２４日（水）

第２研修室

定期事業一覧
図書館

おはなしのじかん

対象

西川

毎週火・土・日曜日 午前 11 時 から 11 時 20 分

赤ちゃんタイム

乳幼児から

岩室

毎週土曜日

午前 11 時 から 11 時 20 分
乳幼児から

第１・３土曜日 午前 11 時 から 11 時 20 分

潟東
巻

毎週火曜日
午前 10 時 から 午後 1 時

毎週土曜日

午前 11 時 30 分 から 正午

毎週金曜日

午前 11 時 から 11 時 20 分

毎週土曜日
午前 10 時 から 正午

０から２歳
（一組 10 分程度）

乳幼児から
第２・４日曜日 午後 2 時 から 2 時 20 分

毎週金曜日
午前 10 時 から 午後 1 時

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？
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

行政書士無料相談会

11 月はテーマなし（自由）です。
1２月のテーマは「今年一番面白かった本」です。

会場：西川学習館 研修室

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等について、行政書士が相談に応じます。秘密は固く守られます。

開催日（第２水曜日）

時

間：①午後 2 時から 3 時 ②午後 3 時から 4 時

12 月 9 日

会

場：西川学習館
（職員がご案内しますので図書館に来館ください。）

申込み：窓口または電話（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。

西川図書館
西蒲区曽根 2046
TEL 0256-88-0001

としょかん博士

○開館日

○休館日

・蔵書点検期間
・月から木，土曜日：午前 10 時から午後７時 ・毎週金曜日
・第１水曜日（図書整理日）
・日曜日，祝日：午前 10 時から午後５時
・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）

岩室図書館

潟東図書館

巻図書館

西蒲区西中 889-1
TEL 0256-82-4433

西蒲区三方 10
TEL 0256-70-5141

西蒲区巻甲 4262-1
TEL 0256-73-5066

岩室図書館
シンボルマーク

○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

かもんちゃん

たいぐるま
リードくん

○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）

