
 第５回大人の部活「新感覚☆

おすすめしたい本の帯を作成

館で一定期間展示する予定です

◆日 時  平成２９年１

◆会 場  坂井輪地区公民館

◆定 員  一般（高校生以上

◆持ち物  今！おすすめしたい

◆申込方法 坂井輪図書館

        電話：025-

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

☆読書部」。今回のテーマは、「おすすめ本

作成して、みなさんで紹介しあいます。出来上

です。みなさんのご参加お待ちしています！

１月２１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） 

おすすめしたい本を１冊 

坂井輪図書館の窓口・電話・メール 

-260-3242 

sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp
受付開始 1月１１日（水）１０時～

Ｈ

発行



sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

本の帯づくり」。 

出来上がった帯は図書

！
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12 月 15 日（木）から年末にかけて

だめし 年末ジャンボブッくじ」を

子ども向けには絵本を用意しましたが

う？”とドキドキしながら、きれいにラッピングされた

でいました。 

 坂井輪図書館では、アンケートを

だいた方には坂井輪図書館特製しおりをプレゼント

12月 3日（土）に内野まちづくりセンターのオ

ープンを記念し、内野町出身の芥川賞作家藤沢周

んと三味線プレイヤー 史佳さんのトーク

ミニコンサートが開催されました

図書館も会場におじゃまして、

説、エッセイなどを展示し、本の

の作成を行いました。 

 当日配布した案内チラシを持って

貸出をしていただいた方にはすてきなプレゼント

を用意しています！（1/17（火）

にかけて、恒例の「今年最後の本

を西区３館で開催しました。 

しましたが、みんな“どんな本だろ

きれいにラッピングされた本を選ん

アンケートを実施しています。ご協力いた

しおりをプレゼント！ 

『1945年のクリスマス』
ﾍﾞｱﾃ･ｼﾛﾀ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ

『ことり』小川洋子

『孤島物語』白石一郎

◆２０１６テーマ本 
1 月 『命売ります』三島由紀夫
3月 『家族という病』下重暁子
4月 『わたしを離さないで』

カズオ・イシグロ
6月 『春宵十話』岡潔
7月 『京都ぎらい』井上章一
10月 『雪の花』吉村昭
11月 『世界地図の下書き』朝井リョウ
12月 『職業としての小説家』村上春樹

スイッチ・パブリッシング

まちづくりセンターのオ

芥川賞作家藤沢周さ

さんのトークショーと

されました。 

、藤沢周さんの小

の貸出や貸出カード

って、内野図書館で

にはすてきなプレゼント

）まで）

年のクリスマス』 （9月） 
ﾍﾞｱﾃ･ｼﾛﾀ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ 朝日新聞出版 

朝日新聞出版 （5月）

『孤島物語』白石一郎 光文社ほか （2月）

『命売ります』三島由紀夫 筑摩書房 
『家族という病』下重暁子 幻冬舎 
『わたしを離さないで』
カズオ・イシグロ 早川書房 

『春宵十話』岡潔 朝日新聞社など 
『京都ぎらい』井上章一 朝日新聞出版 

 新潮社 
『世界地図の下書き』朝井リョウ 集英社 
『職業としての小説家』村上春樹
スイッチ・パブリッシング



西区図書館は、下記の期間、蔵書点検

ます。ご不便をおかけいたしますが、

休館期間

内野図書館 1月１８日（水

坂井輪図書館 ２月 １日（水

黒埼図書館 ２月１５日（水

 ※図書・雑誌は返却ポストに返すことができます

 ※蔵書点検期間中は、電話による予約

開館している図書館にお願いします

内野図書館では、保存期限

◆日 時  平成２９年1月

◆会 場  西地区公民館3

◆配布雑誌等 201４年発行

◆そ の 他  冊数制限はありません

       混雑時、入場制限

展示コーナー 

●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「鳥？鶏？酉

 ・新刊コーナー  「ｷｰﾜｰﾄﾞは食

・郷土資料コーナー「音楽にふれる

●内野図書館 

・一般展示コーナー「いろいろな

・児童展示コーナー「とり」 

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「チョコレートの

・児童展示コーナー「どうぶつの

・展示ケース   「山田慶二画

蔵書点検のため休館します。これに伴い貸出期間

、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２５日（水） １月 ５日（木）～

水）～２月 ８日（水） １月１８日（水）～

水）～２月２２日（水） ２月 ２日（木）～

すことができます（AV資料、大型絵本、相互貸借資料除

予約、貸出の延長、調査相談等はお受けできません

いします。  

保存期限を過ぎた雑誌とその付録を下記のとおり

月２６日（木）午前１１時から午後４時

3階 調理実習室※内野図書館と同じ建物

年発行の雑誌、20１４年の雑誌付録 

はありません。 

入場制限を行う場合があります。 

酉？とりの本」、「映像化本」 

食 ～地域で子育てこども食堂～」

にふれる」 

いろいろな鳥」 

チョコレートの本」 

どうぶつの本」 

山田慶二画（黒埼いろいろ）」 

貸出期間が３週間に変更になり

週間貸出期間

）～１月１７日（火）

）～１月３１日（火）

）～２月１４日（火）

相互貸借資料除く）。 

けできません。 

のとおり配布します。 

時

建物です。 



◆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

 ※２０日はお休

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

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

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

西出張所

・

定期事業 

○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

○坂井輪図書館 「読書会ぶっくもあ
  １月１１日（水） 10時～
  テーマ図書 「沈黙」遠藤周作

※申し込み不要です。本を

◆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） 

休み 

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

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

ぶっくもあ」 
～正午 坂井輪地区公民館 講座室３ 

遠藤周作/著 
を読んでご参加ください。

※申込みはいりません。お気軽にご参加

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♪ 

）

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

参加ください♪


