
５月 3 日（火・祝）と 5

の二日間。坂井輪図書館では

日ちょっとプレゼント」というプチ・イベ

ントを開催しました。 

 当日、本を借りてくれた子

新聞で作ったぼうしをプレゼント

 ぼうしをかぶった子どもたち

います！ 

５月 3日（火・祝）に坂井輪図書館

まず、子どもたちは、お気に入

そのあと、ぬいぐるみたちは図書館

夜、ぬいぐるみたちは、図書館

その様子を写真に撮って、小さなアルバムにして

ぬいぐるみを迎えにきた子どもたちは

大変喜んでくれました。 

ぬいぐるみと一緒におはなしのじかん♪

日（木・祝）

では、「こどもの

というプチ・イベ

子どもたちに、

ったぼうしをプレゼント。 

どもたち。きまって

Ｈ
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sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

坂井輪図書館で「ぬいぐるみのとしょかん探検

入りのぬいぐるみと一緒に、おはなしのじかんに

図書館にお泊りするため、少しの間お別れです

図書館の中を探検したり、本を読んだり・・・

さなアルバムにして参加してくれたみなさんにプレゼント

どもたちは、ぬいぐるみが楽しそうに探検している

おはなしのじかんみんなで図書館探検中～♪ 
13 人(？) のぬいぐるみがお泊まり
しました

121人のお友

Ｈ28.6月 第 15号
（毎月第１水曜発行） 

発行 新潟市立坂井輪図書館 

新潟市西区寺尾上３－１－１ 

・FAX 025-260-3242  
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探検」を開催しました。

おはなしのじかんに参加。 

れです。 

んだり・・・。 

してくれたみなさんにプレゼント！ 

している様子をみて、

おはなしのじかん・・・？ 

友だちにプレゼント！



◆日 時  平成２８年７月

◆会 場  坂井輪地区公民館

◆定 員  一般（高校生以上

◆持ち物  筆記用具・カッター

◆申込方法 坂井輪図書館の

      電話：025-260

      メール：sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp
受付開始 ６月

 今回のテーマは、「豆本づくり

を作ってみます。 

５月２１日（土）に第１回目の

を開催しました。新感覚☆読書部

動をとおして、いろいろな人と

いう大人の部活動です。 

今回のテーマは「マイナーだけど

当日は、８名の方が参加してくれました

加者のみなさんは、それぞれが

を作成。そのあと、本に対する

ともに紹介してもらいました。

参加者のみなさんからは、「ＰＯＰ

しかった」、「本をとおして話をしたり

楽しい時間でした」、「予想以上

たい本にたくさん出会った」などの

ました。 

「新感覚☆読書部」は、毎回テーマを

月に1回活動します。1回だけの

ぜひご参加ください！ 

月１６日（土） 午後３時～５時 

坂井輪地区公民館 ４階 講座室２ 

高校生以上） １０名（先着順） 

・カッター

の窓口・電話・メール 

260-3242 

sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp
月１９日（日）～

づくり」。本の仕組みを知り、実際に豆本

の「新感覚☆読書部」

読書部とは本を使った活

と交流を深めよう！と

マイナーだけど、すごい本！」。

してくれました。まず、参

それぞれが持参した本のＰＯＰ

する熱い想いをＰＯＰと

、「ＰＯＰを書く作業が楽

したり聞けたりして、

予想以上に面白かった。読み

などの感想をいただき

テーマを決めて2か

だけの参加も大歓迎。 

こんなサイズです

POPを作成中

“この本すごいんです

豆本（ちいさな本）

こんなサイズです。 

作成中。届け、この想い！ 

本すごいんです！”と熱弁中 



●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「朝市へ行こう

「大人の部活

・新刊コーナー  「図書館が選

・郷土資料コーナー「新潟日報に

●内野図書館

・一般展示コーナー「賞をとった

・児童展示コーナー「たべものの

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「6月といえば

・児童展示コーナー「あめのひのおたのしみをみつけよう

・展示ケース   「山田慶二氏画

展示コーナー 

 「図書館」＝「本を借りるところ

る方が多いと思いますが、図書館

貸し出しだけではありません。

「レファレンス」とは図書館司書

べもののお手伝いや調べ方をお手伝

です。 

 例えば、

『家庭でできる庭の管理について

『カッコウワルツの楽譜と歌詞

見たい』 

『新潟の郷土料理の作り方を知

図書館の所蔵資料だけでなく、

ベースやインターネットといった

って、司書が必要な情報を探し出

お気軽に図書館職員におたずねください

こう！西区のやさい特集」 

部活 新感覚☆読書部で紹介した本」 

選んだ イクメン・カジダン」

に載った郷土資料」 

をとった本」 

たべものの本」 

といえば」 

あめのひのおたのしみをみつけよう！」 

山田慶二氏画 懐かしの電鉄」 

りるところ」とイメージす

図書館のサービスは本の

図書館司書が、みなさんの調

手伝いするサービス

について知りたい』 

歌詞が載っている本が

知りたい』 など 

、オンラインデータ

ベースやインターネットといった電子資料なども使

出します。 

におたずねください。 



◆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 毎週金曜日10時

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

西区役所西出張所

ＪＲ越後線

内野小

内野駅
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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 
  ６月８日（水） 10時～正午
坂井輪地区公民館 講座室３

  テーマ図書 「春宵十話」
   ＊申し込み不要です。本を

○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 

時 30分～12時（1組 10分程度） 

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 

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
岡潔/著 
を読んでご参加ください。

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


