
◆坂井輪図書館正面入口の「時間外返却

上記の期間、終日返却ができるよう

◆返却資料をポストに入れても、すぐには

ポストには入れずに、これまでどおりカウンターへお

◆ＣＤ・ＤＶＤなどのＡＶ資料、市外

へお返しください。 

◆この「返却ポスト終日利用」は坂井輪図書館

☆

Ｈ

発行



sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

時間外返却ポスト」は、これまで閉館時のみ利用いただいていましたが

ができるよう試験的に開放します。 

すぐには返却処理がされません。その日に他の

これまでどおりカウンターへお返しください。 

市外の図書館から借りた相互貸借資料、大型絵本

坂井輪図書館だけでモデル実施するものです

☆返却だけしたい場合、便利です！ 
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いただいていましたが、

の資料を借りる場合は、

大型絵本は必ずカウンター

するものです。 



12月 15日（火）から年末にかけて

これは、タイトルが見えないように

ベントです。坂井輪図書館で実施

の企画がなかったら、絶対に目

で頂けたようです。 

毎月第２水曜日に開催される読書会

テーマ図書を読んで、思ったこと、

とを自由に楽しく語りあっています

 今回、２０１５年の１月から１２

（８月除く）に読んだ本の中から良

ベスト３を選出しました。 

 ただいま坂井輪図書館では、テーマ

展示していますので、みなさんぜひご

ださい。 

黒埼の「なじらね？この本」。 

おすすめ本がたくさん！ 

坂井輪

め

1 月 『藤十郎の恋』 菊池寛

2月 『カラスの親指』

3月 『舟を編む』 三浦

4 月 『深重の海』 津本陽

5月 『天の夕顔』 中河与一

6月 『櫂』 宮尾登美子

7月 『みいら採り猟奇譚

9月 『夏の花・心願の国

10 月 『星々の悲しみ』

11 月 『わたしの「女工哀史

12 月 『芥川賞の謎を解く

にかけて、西区３館で「年末ジャンボブッくじ

えないように本をラッピングし、運にまかせて本を選

実施したアンケートでは、「本を開くときのワクワク

目に留まることはなかった本を読めてよかった

読書会では、

、感じたこ

りあっています。 

１２月まで

良かった本

テーマ図書を

みなさんぜひご利用く

10月24日（

まで、みなさんのおすすめ

に書いて貼ってもらうイベント

じらね？この

西区３館あわせて

参加していただきました

みなさんありがとうございました坂井輪では、みなさんのおすす

め本を展示しました。 

内野図書館では、番号くじを引

いてもらい、同じ番号のラッピ

ング本をお渡ししました。 

西区３館で 793 冊のブッくじ

本が貸し出しされました。 

菊池寛 新潮社 

道尾秀介 講談社 

三浦しをん 光文社 

津本陽 集英社など

中河与一 新潮社 

宮尾登美子 新潮社など

猟奇譚』 河野多恵子 新潮社 

国』 原民喜 新潮社

宮本輝 文藝春秋 

女工哀史」』 高井としを 岩波書店

』 鵜飼哲夫 文藝春秋

ジャンボブッくじ」を開催しました。 

選んで、借りて頂くイ

くときのワクワク感が楽しみ」、「こ

めてよかった」と、とても楽しん

（土）から12月1日（火）

みなさんのおすすめ本を付箋

ってもらうイベント「な

この本」を開催しました。

あわせて、1,071 人の方に

していただきました。 

みなさんありがとうございました！ 



西区図書館は、下記の期間、

更になります。 

 ご不便をおかけいたしますが

内野図書館 1月２０日（

坂井輪図書館 ２月 ３日

黒埼図書館 ２月１７日

※図書・雑誌は返却ポストに

 ※ＡＶ（視聴覚）資料や新潟市立図書館以外

は返せません。貸出期間が３

（ＡＶ資料の返却は内野・

 ※蔵書点検期間中は、電話・メール

ん。開館している図書館にお

●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「長編に挑戦

         「あたらしいとし

・新刊コーナー「新潟砂丘さつまいも

       「2015読書会

・郷土資料コーナー「雪国とくらし

●内野図書館

・一般展示コーナー「戦国の武将

・児童展示コーナー「おさるさん

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「お悩み解決

・季節展示コーナー「お猿の本」

・児童展示コーナー「ふゆがきた

・展示ケース   「山田慶二氏画

展示コーナー 

蔵書点検のため休館します。これに伴い貸出期間

をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

休館期間 3週間貸出期間

（水）～１月２７日（水） １月 ７日（木）～

（水）～２月１０日（水） １月２０日（水）～

（水）～２月２４日（水） ２月 ４日（木）～

ポストに返すことができます。（内野図書館は公民館開館中

新潟市立図書館以外の図書館から借り受けた資料

３週間に変更されていますので、開館中に窓口

・黒埼図書館ではできません） 

・メールによる予約、貸出の延長、調査相談等

にお願いします。  

挑戦」 

あたらしいとし ぼくのとし」 

さつまいも『いもジェンヌ』＆給食」

良かった本はこれだ！」 

とくらし」 

武将たち」 

おさるさん」 

解決！」 

ふゆがきた」 

山田慶二氏画 黒埼のお寺・神社」 

貸出期間が３週間に変

週間貸出期間

）～１月１９日（火）

）～２月 ２日（火）

）～２月１６日（火）

公民館開館中に限ります） 

資料は、返却ポストへ

窓口へお返しください。 

調査相談等はお受けできませ



◆坂井輪図書館

西区寺尾上3-1-1（2･3階）   

TEL 025-260-3242

◆内野図書館 ◆

西区内野町603(西地区公民館1階)  

TEL 025-261-0032 

図書館 

坂井輪図書館 
毎週火曜日10時

第2･4土曜日10

内野図書館 
毎週水曜日（第１

※1/20～1/27まで

黒埼図書館 
毎週水曜日（第１

毎月第1･3･4土曜日

西内野地区図書室
毎週土曜日（祝日

※1/17～2/10まで

西区役所西出張所

ＪＲ越後線

内野小

内野駅

新潟大学

内野町郵便局

至
新
潟
大
学
前
駅

至
内
野
西
が
丘
駅

新潟西商工会
至
新
潟
市
街

新潟・亀田・内野線

図書館

内野二番町至高山IC

内野四ツ角

西区役所

寺尾新町東

坂井輪中

至亀貝Ｉ.C

図書館
坂井輪中学前

西大通り

至新潟大学

至
関
屋

寺尾駅

至
小
針
駅

至
新
潟
大
学
前
駅

新潟亀田内野線

Qバス・西区役所前至
内
野

至新潟市街

大堀幹線

坂井東三丁目坂井東小学校入口

西区役所前

定期事業 

○坂井輪図書館 

  １月１３日（水） 10時～正午

坂井輪地区公民館 講座室３

  テーマ図書 「命売ります」

○坂井輪図書館 

毎月第１水曜日正午頃～第３

※なくなり次第終了となります

※申込みはいりません。お気軽にご参加

◆黒埼図書館

)  西区金巻7４６-4 

TEL 025-377-5300 

日時 

時30分～16時（1組 10分程度） 

10時 30分～11時 

を除く）15時 30分～16時 

まで蔵書点検のため、お休みします。 

を除く）10時 30分～11時 

土曜日   11時～11時 30分 

祝日は除く）14時～14時 30分 

まで臨時休室のため、お休みします。 

大野小

至亀貝ＩＣ

信濃川大橋西詰

興野

総合体育館

鳥原

黒鳥

至新潟駅至新潟西ＩＣ

至巻潟東ＩＣ 至燕三条駅

北
陸
自
動
車
道

黒埼出張所

大野町

至三条

至黒埼ＩＣ

国
道
８
号
線

図書館

至木場方面

北場

○開館日 

・月～木・土：10:00～19:00 

・日・祝日：10:00～17:00 

○休館日 

・毎週金曜日・図書整理日（毎月第１水曜日）

・年末年始（12/29～1/3） 

・蔵書点検期間 

○開館日 

・火～金：10:00

・土・日：10:00

○休館日 

・毎週月曜日

・国民の祝日

火も休館。ただし

・年末年始（12/29

・蔵書点検期間

正午

３

三島由紀夫/著

３日曜日17時 坂井輪図書館１階まちづくりセンター

となります

西区共通の「おはなしの

じかんスタンプカード」

があります。 

どうぞご利用ください

参加ください♪ 

）

10:00～19:00 

10:00～17:00 

・図書整理日 

（祝日が日または月の場合

ただし5/3・11/3開館）

12/29～1/3） 

蔵書点検期間

まちづくりセンター


