
◆日 時 平成２９年１１月２５

◆会 場 坂井輪図書館 

◆内 容 閉館後の暗い図書館を

◆対 象 一般（中学生以上）

◆定 員 ４０名（応募多数の場合

※個人参加可。当日会場

５名以上でのチーム

◆申込方法 メールまたは往復はがきにて

受付締切 １１

メールの場合は、右記申込

 往復はがきの場合は

11 月 18 日（土）までに

◆その他  懐中電灯と貸出カードをお

●往復はがきの場合

往信表面：〒950-2055 西区寺尾上

往信裏面：①お名前（代表者）②

  返信表面：代表者の郵便番号・住所

  返信裏面：（何も書かないでください

友人との待ち合わせで図書館に来たあなた

ない。そして、見知らぬ少年から手紙

「友人は預かった。助けたければ、

罠に落ちたあなたは、Ｍ氏の手下により

友人を取り戻すため、図書館に隠されたすべての

名探偵であるあなたは仲間とともに

Ｈ

発行



sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

２５日（土）午後７時３０分～午後８時４５

を懐中電灯で照らしながら探索し、謎解きに

※中学生は保護者の了承を得て参加してください

場合は抽選） 

当日会場で４～６名のチームを編成します。

チーム参加は、チームを分ける場合があります

はがきにて事前申込。複数人の場合は代表者

１１月１５日（水）（必着） 

右記申込フォームからお申込ください。

は、下記事項を記入のうえ、お申込ください

までに抽選結果を発送いたします。 

カードをお持ちください（チームで１つ程度

西区寺尾上 3-1-1 新潟市立坂井輪図書館 

②電話番号（代表者）③参加人数（中学生○名

住所・氏名 

かないでください。図書館で記入します）

たあなた。しかし、日が暮れて図書館が

手紙を受け取る。 

この図書館に隠された謎を解け。これは

により図書館に閉じ込められた。脱出のため

されたすべての謎を解かなければならない

とともに暗い図書館に挑む・・・。

Ｈ29.11月 第 32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  

sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

４５分（開場午後 7時） 

きに挑戦します。 

してください。 

ます。 

代表者がお申込ください。 

ください。 

程度） 

名、高校生○名、一般○名）

が閉館しても、彼は姿を現さ

これは私と君の決闘だ。-Ｍ- 」

のため、そして連れ去られた

かなければならない。残された時間は１時間。



 今回の大人の部活は、ゲーム感覚

ミッションは、小説のページから

みなさんのご参加お待ちしています

◆日 時  平成 29年 11月

◆会 場  坂井輪地区公民館

◆対 象  高校生以上 定員

◆内 容  新潟が載っている

◆持ち物  知的好奇心 （プラスあれば

◆申込方法 坂井輪図書館窓口

感覚の読書会。 

のページから景色・建物・人など「ニイガタ」の描写

ちしています！ 

月 18日（土）午後３時～4時30分 

坂井輪地区公民館4階 講座室２ 

定員１０人 

っている小説についてフリートーク 

プラスあれば、あなたがニイガタを発見した

坂井輪図書館窓口か電話（ 025-260-3242） 



展示コーナー 

●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「西区人気シリーズ

 ・新刊コーナー  「西区で選ぶ

・郷土資料コーナー「新潟のお米

●内野図書館 

・一般展示コーナー「西区で選ぶ

・児童展示コーナー「西区人気シリーズ

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「西区で選ぶ

・児童展示コーナー「西区人気シリーズ

・展示ケース   「黒埼のお寺

近年10年間の直木賞（2006

から、西区図書館3館のおすすめ

館長のおすすめ本（1冊）の計７

っしょに展示しています。（どこの

すすめしているかは、ナイショです

その中から、一番面白いと思った

ださい！ 

みなさんが選ぶ西区の直木賞１

そして1位の本をおすすめしたのはどの

みなさんの１票お待ちしています

 ◆投票期間  １１月３０日（

 ◆対 象   どなたでも 

 ◆投票場所  坂井輪図書館、

内野図書館、黒埼図書館

シリーズ総選挙！」 

ぶ直木賞」 

米」 

ぶ直木賞」 

シリーズ総選挙！」 

ぶ直木賞」 

シリーズ総選挙！」 

寺・神社」 

2006～2015年）の中

のおすすめ本（各館２冊）と

７冊をコメントとい

どこの館がどの本をお

ナイショです） 

った本に投票してく

１位はどの本か？ 

をおすすめしたのはどの館か？ 

ちしています！ 

（木）まで 

黒埼図書館

図書館が選んだ

中から、みなさんが

を選んで投票してください

西区のみなさんが

ズ１位を決定します

“わたしの好きな

その場合は、みなさんのお

本を紙に書いて

◆投票期間 １１

◆対 象   どなたでも

◆投票場所 坂井輪図書館

内野図書館

んだ絵本のシリーズの

みなさんが好きなシリーズ本

してください。 

のみなさんが選ぶ人気シリー

します。 

きなシリーズがない！”

みなさんのお気に入りの

いて教えてください。 

１１月３０日（木）まで

どなたでも

坂井輪図書館、 

内野図書館、黒埼図書館



◆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

 ★特別開催 
11/6（月）、11/12

ボランティアによるおはなしのじかん

内野図書館 毎週金曜日10時

黒埼図書館 
毎週水曜日(第１除

＊第１土曜日はわらべうた

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 「読書会ぶっくもあ
  １１月８日（水） 10時～
  テーマ図書 「荒地の恋」

※申し込み不要です。本を読んでご

○坂井輪図書館   

毎月第１水曜日正午頃～第３

 坂井輪図書館１階まちづくりセンター

◆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  

11/12（日）、11/19（日） 10時 30分～11

ボランティアによるおはなしのじかん  ＊11/19はかみしばい

時30分～12時（1組 10分程度）  

除く)・毎週土曜日10時 30分～11時 

はわらべうた、第3水曜日は赤ちゃん向けわらべうた

祝日は除く）14時～14時 30分 ※11/25はお

○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

※申込みはいりません。お気軽にご参加

ぶっくもあ」 
～正午 坂井輪地区公民館 講座室３ 
ねじめ正一/著  

んでご参加ください。

３日曜日17時 

まちづくりセンター    ※なくなり次第終了

11時 

はかみしばい

はお休み

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 

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

参加ください♪

次第終了となります


