
『坂井輪図書館は２月３日（水）から

２月２４日（水）まで蔵書点検のため

 “蔵書点検で図書館休館か・・・

点検とはどんなものかご存知でしょうか

蔵書点検とは、図書館の資料が

ているものはないかを点検する

変更など、普段できない作業を

①本に貼ってあるバーコードを、

１冊読み取ります。 

②パソコンで読み取ったデータと

不明本のリストを作ります。

③不明本のリストをもとに、本の

ろに入っていないか、別の本にはさまっていないかなど

入念にチェックします。 

④最後に、書架整理などを行い棚

＊このほかに、棚の移動や本の場所

古く傷んだ本の除籍作業などを

★蔵書点検は、図書館をより使いやすくするための

ご協力をお願いします。そして

Ｈ

発行



sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

から２月１０日（水）まで、黒埼図書館は２

のため休館します。』 

か・・・”と、みなさんにはご迷惑をおかけしていますが

でしょうか？ 

が正しい場所に並んでいるか、なくなっ

する作業のことです。また、レイアウトの

を行います。 

パソコンを使って１冊 

ったデータと所蔵データを照合して、

の捜索を行います。棚の後

にはさまっていないかなど

棚をきれいな状態にします。

場所の移動、本や棚の清掃、

を行います。 

いやすくするための欠かせない作業です

そして、次ページであらためて休館のお知らせを・・・
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２月１７日（水）から 

をおかけしていますが、そもそも蔵書

レイアウトの

です。みなさまのご理解と

らせを・・・。 



◆大人のアンケート結果 

Q１ ブッくじで借りた本はどうでしたか？

 ①とても良かった ３４人 ②良かった ４３

Q２ また「ブッくじ」を開催したら借りようと

 ①はい ９４人 ②いいえ ２人 

Q３ 図書館で今後どのような企画をして欲しいですか

・ブッくじをまたやってください。開けるときのワクワク

思う。・面白い本なのに絶版という本を集

◆子どものアンケート結果 

Q1 サンタさんのえらんだほんはどうでしたか

 ①とてもおもしろかった ７１人 ②おもしろかった

Q2 サンタさんにメッセージをかいてください

・わたしにすてきなえほんをかしてくれてありがとう

ました。・ふくろをあける楽しみ、ワクワクドキドキよかったです

坂井輪・黒埼図書館は、下記

間に変更になります。ご不便をおかけいたしますが

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返

 ※ＡＶ（視聴覚）資料や新潟市立図書館以外

ません。貸出期間が３週間に

（ＡＶ資料の返却は黒埼図書館

 ※蔵書点検期間中は、電話・メール

館している図書館にお願いします

昨年末に西区３館で行った、本をラッピングして

末ジャンボブッくじ」。今回、坂井輪図書館

のアンケートを実施し、合計２０５

がとうございました！ 

４３人 ③ふつう １５人 ④ちょっとがっかり

りようと思いますか？ 

しいですか？ 

けるときのワクワク感がたまりません。・テーマごとに絞り込

集めてほしい。・製本講座、読書ノート作りの講座をしてほしい

サンタさんのえらんだほんはどうでしたか？ 

おもしろかった ２５人 ③ふつう ５人 ④ちょっとつまらなかった

サンタさんにメッセージをかいてください。 

ありがとう。・サンタさんのえほんまたかりるね。・サンタさんがえらんだ

ワクワクドキドキよかったです。・らいねんもたのしみにしてるよ

下記の期間、蔵書点検のため休館します。これに

をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願

休館期間 3週間貸出期間

（水）～２月１０日（水） １月２０日（水

（水）～２月２４日（水） ２月 ４日（木

返すことができます。 

新潟市立図書館以外の図書館から借り受けた資料は

に変更されていますので、開館中に窓口へお返

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、調査相談等はお

いします。

をラッピングして何の本かわからないようにして

坂井輪図書館で実施したアンケート結果をご報告します

２０５人の方から回答をいただきました。ご協力いただいたみなさん

２人 ⑤残念 ２人 

込んだブッくじがあると楽しいと

をしてほしい。 など 

かった ３人 ⑤つまらなかった ５人

・サンタさんがえらんだ本どきどきし

・らいねんもたのしみにしてるよ、ありがとう。など 

これに伴い貸出期間が３週

願いいたします。 

週間貸出期間

水）～２月 ２日（火）

木）～２月１６日（火）

は、返却ポストへは返せ

返しください。 

はお受けできません。開

かわからないようにして貸し出すイベント「年

します。大人用と子ども用

いただいたみなさん、あり



●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「大人の部活

・新刊コーナー「大人も子どももスポーツ

・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「そろそろ気

・児童展示コーナー「おいしいおかしのほん

●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「チョコレートの

・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 

黒埼図書館では、保存期限

◆日  時  平成２８年

午前１０時

◆会  場  黒埼図書館

◆配布雑誌等 2013年発行

 （※児童雑誌

◆そ の 他  先着順、冊数制限

       なくなり次第終了

部活ムーミン部 発表！卒業制作」

どももスポーツ鬼ごっこ」 ほか 

とくらし」 

気になる花粉症」 

おいしいおかしのほん」 

解決！」 

チョコレートの本」 

ふゆがきた」 

山田慶二氏画 黒埼のお寺・神社」 

保存期限の過ぎた雑誌とその付録を下記のとおり

年２月２５日（木）から３月１７日（木）

時から午後７時（土日は午後５時まで）

黒埼図書館 講座室 

年発行の雑誌・雑誌付録 

児童雑誌は「子どもの科学」のみ） 

冊数制限はありません。 

次第終了します 

のとおり配布します。 

）まで 



◆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

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
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潟
大
学
前
駅

至
内
野
西
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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
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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 

  ２月１０日（水） 10時～正午

坂井輪地区公民館 講座室３

  テーマ図書 「孤島物語」白石一郎

○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 

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

白石一郎/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


