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西川・岩室・潟東図書館の

を行いました！
「蔵書点検」は、蔵書の所在状況を明らかにするために全資料を照合・点検する作業です。
この点検を通して行方不明の資料がないか、全ての資料が正しい場所に収まっているが等を確認
します。職員が資料のバーコードを専用のバーコードリーダーで 1 冊 1 冊読み込みますが、全点検
には数日の期間を要するため、各図書館で年に 1 回 1 週間程度休館をして行います。

西川図書館では約 12 万点の資料を点検
します。職員全員で作業しました。

本も雑誌も 1 点ずつ
バーコードを読み込みます。

蔵書点検の期間中、岩室図書館・潟東図書館では全て
の書架を隅々まで点検し、整理しました。
西川図書館では、児童書の「郷土」
「音楽」
「スポーツ」
「言葉」の資料を、おはなしコーナー前の本棚に移動し
ました。
資料をお探しの際は、各図書館の職員へお気軽にお声
がけください。
＜西川図書館おはなしコーナー前の棚＞

『サンタクロースのはるやすみ』
ロジャー・デュボアザン／ぶん・え

小宮 由／やく

大日本図書

2017.2

春の景色を見に行きたいと、春休みを取ることにしたサンタクロース。素敵な洋
服に着替えて、こっそり近くの町へ出発です。町の様子は、冬の時とは大違い。サ
ンタクロースは幸せな気分で散歩を続けます。けれど、通りで遊んでいた子どもた
ちがサンタクロースを見たとたん大さわぎ。おまけに、お巡りさんまでやってき
て！？
サンタクロースと町の人たちのやり取りに、クスッと笑えて温かい気持ちになれ
ます。
（岩室・石井）

『春をさがして

カヌーの旅』

大竹 英洋／文・写真

福音館書店 2020.2

北アメリカ大陸北部、森と湖が広がるノースウッズ。湖の氷が溶け始めた５月、
「ぼ
く」は友達のウェインと、彼の自作のカヌーで 3 週間の旅に出ました。
薪を燃やし、湖で釣れたレイク・トラウトを焼いた夕ご飯はごちそう。鮮やかな若
緑色や深い緑色の広大な森林に、命の息吹を感じます。日本では見られない野生動物
との出会いや、思いがけない発見も。
あなたもカヌーに乗って、北の森に春を探しに出かけてみませんか？
（潟東・金塚）

『字が汚い！』

新保 信長／著

文藝春秋 2017.4

自分の手書き文字の汚さに絶望した著者。せめてもう少し大人っぽい字が書けた
ら…と一念発起し、自分の文字にとことん向き合うことにします。様々な人が書く
文字をしつこいまでに観察し、美しい文字を目指してペン字練習にも挑みます。
各章ごとに掲載された著者の筆跡には徐々に変化が表れてくるのですが、奮闘ぶ
りを思い出すと、何だか微笑ましく思えてきます。読んだ後は、自分でも文字を丁
寧に書きたくなってしまいます。（巻・齋藤ち）
2021/01/31
『サーカスの夜に』 小川 糸／著

新潮社

2015.1

巻図書館 齋藤千佳

病気を治す薬を服用したことで体が大きくなれない少年。両親の離婚を機にグラ
ンマとおじさんに育てられますが、自分の力で生きていくため、レインボーサーカ
スに入ります。初めはコックの料理の手伝いやトイレ掃除などをこなす日々。たく
さんの団員と出会い、少年は自分の道を見つけていきます。
様々な過去や思いがある団員が少年にかける言葉にもぐっとくるものがあり、生
きていく上で大切なことに気づかせてくれます。（西川・丸山）

巻図書館
天野尚さんの展示コーナー

ぜひご覧ください！

旧巻町に生まれた天野尚（あまの・たかし）さんは、写
真家・水景クリエイターとして活躍し、国内外で高い評
価を得ました。2015 年に亡くなるまで、水槽に自然の
生態系を再現した「ネイチャーアクアリウム」の制作を
続け、写真集も多数出版されました。
天野さんの写真集を集めて展示していますので、ぜひ
ご利用ください。

ビジネスセミナーを開催しました！
3 月 13 日（土）
、
「90 分でわかる！起業準備の進め
方」と題して、巻図書館でビジネスセミナーを開催しま
した。起業までの流れや起業後の実際、図書館のビジネ
ス支援サービスについて新潟 IPC 財団の松井俊輔さん
から分かりやすく解説していただきました。
休憩時間やセミナー終了後には講師へ質問する方が
多く、参加された皆さんの関心の高さが伺えるセミナ
ーとなりました。

西川図書館

エントランスディスプレイが変わりました！

「西川図書館・巻図書館ボランティアグループ 本の森のなかま・西蒲」の皆さんが「蝶」をテーマにエン
トランスのディスプレイを作成くださいました。西川図書館内では「蝶」に関する本も展示しています。
西川図書館にご来館の際はぜひご覧ください！

＜正面展示コーナー＞

図書館からのお知らせ
ブッククラブの会場が変わります！
西川学習館の工事のため、令和 3 年 4 月からブッククラブは岩室図書館で開催します。
第１回は 4 月 17 日（土）午後２時～４時です。事前申込みは不要。初めての方も大歓迎！
聞くだけの参加も可能です。皆様のご参加をお待ちしています。

定期事業一覧
ブッククラブ

4 月はテーマなしです。

お気に入りの本を持ち寄って、一緒にお話しませんか？

岩室図書館へお越しください！

お気軽にご参加ください。
【先着８名】
日時：毎月第３土曜日 午後２時～４時

図書館

西川

会場：岩室図書館 ２階 会議室

おはなしのじかん

対象

赤ちゃんタイム

毎週火・土・日曜日 午前 11 時 ～11 時 20 分
乳幼児から

岩室

毎週土曜日

午前 11 時 ～11 時 20 分

第１・３土曜日 午前 11 時 ～11 時 20 分

潟東
巻

毎週土曜日

午前 11 時 30 分 ～ 正午
※令和３年４月から「午前 10 時～正午」に変わります。
毎週金曜日

乳幼児から
０から２歳

午前 11 時 ～11 時 20 分

第２・４日曜日 午後 2 時 ～2 時 20 分

西蒲区曽根 2046
TEL 0256-88-0001

毎週土曜日
午前 10 時 ～ 正午

（一組 10 分程度）

乳幼児から

西川図書館

毎週火曜日
午前 10 時 ～ 午後 1 時

毎週金曜日
午前 10 時 ～ 午後 1 時

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）

