
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館はみなさんの書斎です。
 

西蒲区の図書館紹介 その３～潟 東
かたひがし

図書館～ 
平成 13 年 8 月 1日に開館し，約 7年がたちました。 

「潟東ゆう学館」という複合施設の１階部分にあります。 

蔵書数は約２万８千冊です。ＤＶＤやビデオなどのＡＶ(視聴覚)資料や雑誌，紙芝居も貸出

しています。大活字本も 500 冊以上ご用意しております。 

明るく落ち着いた雰囲気の図書館で，ゆっくりと読書をお楽しみください。 

●潟東図書館ボランティアグループ「ひまわり」について 

現在，21 名の方が登録され，図書館行事や読み聞かせなどで活躍されています。 

みなさん,どうぞお越しください。 

無料駐車場 47 台あります。 

・ 巻潟東 IC から車で 5分 

●併設施設について 

視聴覚室，研修室，茶室，大浴場，大広間などが

あります。これらの施設のご利用についてのお問

い合わせは 電話0256－86－2311 潟東ゆう学館

へお願いいたします。 

 

        
浅妻          松原館長     

       
 小野寺       小平        坂下 

発行：新潟市立西川図書館 

〒959‐0422 新潟市西蒲区曽根 2046 番地 

TEL 0256-88-0001 FAX 0256-88-2458 
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 良い図書館にするために （その三） 

     －良い図書館は，みんなで育てる－ 

                              村川 健二 西川図書館協議会会長 

  西川図書館を例に挙げると，平成 19 年度の月平均入館者が 9,296 人，１日当たり 407 人，貸出

年間冊数は 193,340 冊で，月平均 16,112 冊，１日当たり 706 冊。利用者は地元西川地区 3 割，巻

地区 3割，市内西区等から 3割の現状ですが，この地域の利用者のマナーが大変良いと，松原館長

さんが喜んでいました。 

 

 

 

 

 館長や司書職員の方が，利用しやすい図書館，一人でも多くの人が何回でも足を運んでくれる図

書館にするために，日々努力しています。毎月一度の図書整理の外に年１回の蔵書点検，これはコ

ンピュータ上の台帳に載っている 6万 3千冊余（西川図書館）の本や雑誌・ＣＤ等のデータと現物

を付き合わせるという大変な作業です。 

  ただ，蔵書点検の結果，現在 276 冊（点）の不明本等があるとのことです。西川図書館の蔵書数

の割合からすれば，少ないと言えるかも知れませんが，「不明」になるということは，たとえ１冊

でも悲しく，残念なことであります。西川図書館を誇れません。西川図書館の管理が不十分な場合

もあるでしょうが，もしお返し忘れの本がありましたらどうか，お返しください。 

 

 

 

 

  西川図書館を造るとき，ＢＤＳ装置（ブック・ディテクション・システムの略で，本等を無断で

持ち出すとブザーが鳴る装置）設置について議論し，人を疑う装置で不明本が出ないかも知れない

が，利用者を信用しない図書館は「良い図書館」とは言えないという反対意見が多く，取りやめた

経緯があります。 

 

 

  良い図書館の条件は，多くの利用者があるとともに，利用マナーの良さ及び利用者を信用するこ

とだと思います。この 3点は，館長・司書職員の努力だけで叶うものではありません。私たち利用

者のモラルの問題もあります。 
 

  図書館は，公のもの，市民みんなのものであることを心に留め，大切に利用したいものです。  

（おわり）
  西川図書館のおはなしコーナー 

各図書館の行事 

  ボランティアの方が，掲示板 

をすてきに飾ってくださいました。 

 てがみや絵を入れるポストが 

おいてあります。おはなしの主 

人公におてがみを出してみませ 

んか。こどもたちからのおてがみ，お待ちしています。 

 

館名・会場 日時 行事 内容 

西川図書館 

（西川学習館 2階） 

7/12（土） 

午後 1：30～3:30 

西川図書館と西蒲区の

図書館の利用者懇談会 

みなさまのご意見をお聞かせください。

どなたでも参加できます。 

西川図書館 

 

7/26（土）・27（日）

午前 9：00～12：00 

一日子ども図書館員 図書館の仕事を体験してみませんか。 

小学 4～6年生，各日 6名(抽選)7/15 締切り

西川図書館 

（おはなしコーナー） 

毎 週 火 曜 日 

午前 11:00～11:30 

えほんのじかん 0 歳～2歳児と保護者向けの読み聞かせ 

西川図書館 

（おはなしコーナー） 

毎 週 日 曜 日 

午後 2:00～2:30 

ボランティアによる 

えほんよみかたりの会 

ボランティアグループ「ゆめのたね」に

よる読み聞かせ（3歳以上）  



 

「ジョコンダ夫人の肖像」 

E・L・カニグ 

ズバーグ/作 

松永ふみ子/訳 
（岩波書店） 

 
 
多岐にわたる分野で超人的

な才能を発揮した天才,レオ

ナルド・ダ・ヴィンチ。 

この物語は,「なぜ,レオナ

ルド・ダ・ヴィンチは,フィレ

ンツェの名もない商人の二度

目の妻の肖像を描いたのか」

という疑問から始まります。

それも,イタリアの貴族,フラ

ンスの王までもが肖像を描い

てほしいとせがみ続けた最中

に。なぜ？ 

 この物語を読み終えたと

き,その答えがわかります。そ

して何より,その「肖像」の正

体とは・・・！ 

 天才レオナルドの作品が，

身近に感じられる一冊です。

（西川図書館 志田）

「楽園」ニコラス・アラン/さく  

いしいむつみ/やく 

（ＢＬ出版） 

 

 

 

だれもいない,なにもない島

におとこがひとり住んでいま

す。 

きれいで静かでみちたりた生

活に,ある日とりがやってきま

した。ふんで汚すし,さわがしい

事といったらこのうえなく,お

とこは元の生活を取り戻したく

て,あの手この手を考えます。 

ついにとりは出て行きました

が，おとこは深い静けさにとり

のこされ,さみしくてしかたあ

りません。 

いくつもの日を過ごし待ちく

たびれたころ,やっととりが帰

って来ました！一人でいるのも

すてきだけど,友達と一緒の時

間もすごくすてきで幸せです。

世界中の人達がこんな気持ち

ですごせたら！！戦争もなくな

るかな？  （西川図書館 中村）

 

「吏に生きた男 

河井継之助」 

安藤哲也/著 

（新潟日報事業社） 

 
  

 

河井継之助は新潟にとって，

極めて特異な存在だと思う。

特に長岡市では。明治維新に

おいて薩長に一矢を報いた郷

土の誇り，かといえば長岡を

焼け野原とした張本人といわ

れ，まさに愛憎半ばである。

その継之助を現役県庁マンが

地方行政の視点から論じたの

が本書である。まず着想が面

白い。次に，維新のヒーロー

たちと思想や行動を比較しそ

の欠点や限界を論じている。

史料も相当渉猟している。し

かし見る眼は温かい。自分が

その立場ならという気概をみ

た。司馬遼太郎の『峠』とは

違う面白さがある。著者は 4

月から新潟県立図書館長の職

にある。 （西川図書館 松原） 

おすすめの一冊 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 各図書館の行事 
 

館名・会場 日時 行事 内容 

 岩室図書館 

（おはなしのへや） 

7/12（土）・26（土）

午前 11:00～11:30 

おはなしのじかん 0 歳～大人対象の読み聞かせ 

 岩室図書館 

（2階視聴覚室） 

7/26（土） 

午後 3:30～4:00 

おはなし 

夏休みスペシャル 

テーマ「こわいお話」 

小学生対象 

 岩室図書館 

（おはなしのへや） 

7/31・8/1・8/5・8/7 

午後 1:00～4:00 

絵本をつくろう 小学校 3～6年生，抽選で 10 名。 

問合せ：岩室図書館☎0256-82-4433 

潟東図書館（潟東ゆ

う学館 視聴覚室） 

7/12（土） 

午前 10:30～11：30 

おはなし会 ボランティアグループ「ひまわり」によ

る絵本の読み聞かせ，紙芝居 

 
 潟東図書館 

（魚沼市須原） 

8/10(日)午前 9：00

～午後 5：00 予定 

「第 7回夏休み絵本村」

へ行こう！ 

児童及び保護者，定員 35 名（先着順） 

問合せ：潟東図書館☎0256-70-5141 



学校図書館支援センター通信ＮＯ．３ 

訪問を終えて 
６月１０日に西蒲区２１校の全小中学校への訪問を終えました。 
「この時に質問したいと思って待っていた。」と言ってくれた学校司書も多く，図書館全体のレ 

イアウトや蔵書の内容など，実際に行ってこそアドバイスできたこともたくさんありました。各学 
校には訪問の時間をとっていただいて感謝しています。 
全校を訪問してみて，共通の課題として次のようなことを感じました。それは，司書配置以前の 

本も含め全蔵書をきちんと把握するのが大変であること，利用される本かどうか見極めるには時間 
が必要であり，担当者が短期間で交代すると結局資料の更新が滞ってしまうこと，先生や児童生徒 
からの質問に十分応えるためには研修の充実が必要であることなどです。又，どの学校司書も，精 
一杯頑張っていることが訪問してみてよく伝わってきました。 

相談・問い合わせから 
学校図書館支援センターができたことで，とりあえず何でも聞

ける相談窓口がはっきりしました。そのせいか，簡単なことから，

きちんと研修を重ねなければ解決しないような事柄まで，多様な

問い合わせを受けました。 
支援センターでは，色々な相談を受ける中で学校図書館のニー

ズを把握したいと考えておりますので，これからも遠慮なくお声掛 
潟東西小学校 

わかりやすい書架表示 
けいただきたいと思います。 

◆◆西蒲区の学校から◆◆ 

質問１ 校内で読み聞かせをしているが，きちんとした研修を受けたい。図書館で講習会をしてもらえ 
ないか？ 

対応１ 今年度，西蒲区の支援センターとして，読み聞かせ講習会を実施したい。 
質問２ 中之口地区の小学校２校中学校１校で「おすすめの本」のリストを作ろうと思うが，その作業 

の進め方について教えてほしい。一度その会議に出席してほしい。 
対応２ ３校の打ち合せ会議の日に参加させていただいた。作業について以前行った事例や，参考 

にしてほしい資料を紹介した。 
質問３ 先生方から，買ってほしい本の希望をあげてもらったが，予算の範囲でどのように決めていく 

のがよいか？ 
対応３ まず，リクエストを出した先生とよく相談をするとよい。調べ学習の本なら具体的にどの 

ような活動をするのかがわかると学習に合う本や優先度がわかってくるのではないか。  
◆◆西蒲区以外の学校から◆◆ 
質問１ 書評や本の紹介文を書くための参考資料を教えてほしい。 
 対応１ 紹介文の書き方や，選書について定評のある本を紹介した。 

質問２ 古い本がたくさんあり書架が満杯状態になっているが，廃棄の基準がわからない。 
対応２ 全国学校図書館協議会や小中学校のそれぞれの司書の会で作成した廃棄基準を参考に， 

新潟市立西川図書館  

TEL：0256－88－0001   FAX：0256－88－2458  

メールアドレス nishikawa.cl@city.niigata.lg.jp 

自校の利用の実態をよく把握し 
て，古くて利用のない本から除 
籍し適正な資料の更新を心掛け 
るよう助言した。 


