
11月に坂井輪図書館で行った

アター＆脱出ゲーム ～夜の図書館

を解け！～」が大変好評だったので

２８日(土)にアンコール開催として

しました。 

怪談シアターのあと、８チームに

て脱出ゲームがスタート。まず

隠されている問題のありかを示

いていきます。そして、暗い図書館

電灯で照らしながら、隠された問題

だします。すべての謎を解くとキーワード

が完成し、最後の問題が渡されるのです

が・・・。 

今回脱出に成功したのは、わずか

ム。かなりの難問だったようですが

出できなかったけど楽しかった

えられた問題でやりごたえがありまし

た」、「毎週きている図書館ですが

で見ると違って見えました」などの

いただきました。 

参加してくれたみなさん、ありがとうご

ざいました！ 

《怪しい気配が漂う図書館

隠された謎をすべて解かなければならない・・・
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坂井輪図書館2階の「教科書関連図書

中学校の国語の教科書に出展

れている本が揃いました。物語

ており、借りることができます

ださい。 

 小学校の関連図書や小中学校

です。（※教科書は館内閲覧

昨年末に行った「今年最後の本だめし

下記のような感想をいただきました

★包みを開いた時の意外性が良い

なった。 

★ブッくじでなければ、99 パーセント

んだ。とても面白い企画だと思

★「心がほっこりするような本」

見えてきて面白かったです。

★包装されていて、ちょうどクリスマスの

ゼントとして子どもたちに絵本

 １月２１日（土）、第５回大人

部」を開催しました。今回のテーマは

帯づくり」。 

当日、参加者のみなさんはおすすめしたい

て、その本の魅力を紹介する帯

がったものは館内で展示します

参加者のみなさんからは、「

すすめを語り合うよりも楽しく

した。」、「読みたい本がまた増

選書が素敵だったということだと

想をいただきました。 

教科書関連図書コーナー」に、

出展されている本、紹介さ

物語や随筆などを展示し

りることができますので、ぜひご利用く

小中学校の教科書も展示中

館内閲覧のみ）。 

だめし 年末ジャンボブッくじ」のアンケート

をいただきましたのでご報告します。※アンケートは坂井輪図書館

い。今回手に取り読むことが出来て良い出会

パーセント借りない本。意外な時代小説で楽

思う。 

」最初の一行で、自分の心惹かれるテーマが

ちょうどクリスマスの時期だったのでサンタさんからのプレ

絵本を渡したら大好評だった。 

回大人の部活「新感覚☆読書

のテーマは、「おすすめ本の

おすすめしたい本を持参し

帯を作成しました。出来上

します。（2/9～2/28） 

、「帯を作ることで、単にお

しく深く本の世界で遊べま

増えました。皆さんの帯や

だったということだと思います。」などの感

のアンケートで、

坂井輪図書館のみ実施

出会いに

楽しく読

かれるテーマが何か

だったのでサンタさんからのプレ

アンケートにご協

力いただいたみな

さんに、「坂井輪図

書館特製読書関連

四字熟語しおり」

をプレゼントしま

した！ 



坂井輪図書館、黒埼図書館は、下記

週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 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

開館している図書館にお願いします

黒埼図書館では、保存期限

◆日 時  平成２９年２

◆会 場  黒埼図書館

◆配布雑誌等 201４年以前

◆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「ことばであそぼ

         「大人の部活

 ・新刊コーナー  「幸運のおすそ

～年末ジャンボブッくじアンケートより

・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「仕事術の本

・児童展示コーナー「やってみたいな

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「冬もぽかぽか

・児童展示コーナー「どうぶつの

・展示ケース 「山田慶二画

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、ご協力をお願いいたします

休館期間 3週間貸出期間

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

による予約、貸出の延長、調査相談等はお受けできません

いします。  

保存期限が過ぎた雑誌・付録を下記のとおり配布

２月２３日（木）～3月5日（日）まで

講座室 

以前に発行の雑誌、付録 

はありません。※無くなり次第終了 

入場制限を行う場合があります。 

ことばであそぼっ！」 

部活『新感覚☆読書部』で紹介した本」 

おすそ分け 

ジャンボブッくじアンケートより～」 

にふれる」 

本」 

やってみたいな、こんなしごと」 

もぽかぽか」 

どうぶつの本」 

山田慶二画（黒埼いろいろ）」

これに伴い貸出期間が３

いいたします。 

週間貸出期間

）～１月３１日（火）

）～２月１４日（火）

相互貸借資料除く）。 

けできません。 

配布します。 



◆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

※７日はお休み

第2･4土曜日10

内野図書館 毎週金曜日10時

黒埼図書館 

８日（水）、２３日

 ※蔵書点検による

毎月第1･3･4土曜日

西内野地区図書室 毎週土曜日（祝日

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
  ２月８日（水） 10時～正午
  テーマ図書 「ほかならぬ人

※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） 

み

10時 30分～11時  

時 30分～12時（1組 10分程度）  

日（木） 10時30分～11時  

による休館のため、開催日に変更があります。 

土曜日 11時～11時 30分 ※18日はお休み

祝日は除く）14時～14時 30分  

○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：

・土・日：

○休館日 

・毎週月曜日

・国民の祝日

火も休館

・年末年始

・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 
人へ」白石一文/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♪ 

み

）

10:00～19:00 

10:00～17:00 

毎週月曜日 ・図書整理日 

祝日（祝日が日または月の場合

休館。ただし5/3・11/3開館）

年末年始（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♪


