
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西蒲区の地区図書室紹介 その１～巻地区図書室～

西蒲区内には 4 つの地区図書室があります。これから１つずつ紹介していきます。 

 

巻地区図書室は，巻地区公民館の中にあります。 

現在の場所に開館して 28 年。地域の皆様と一緒に育ってきました。 

小さなスペースですが，お楽しみください。 
図書室にない本は，市内の図書館から取り寄せることができます。 

お探しの本などありましたら，ぜひ声をかけてください。 

みなさん,どうぞお越しください。

P 無料駐車場 160 台あります。 

（巻地区公民館・巻文化会館・巻体育館と共用）

・JR 越後線巻駅から徒歩 10 分 

・北陸自動車道 巻潟東 IC から車で 15 分 

 
■開館時間 午前 8時 30 分～午後 8時 

■休館日  火曜日(祝日の場合は翌日）年末年始  

■所在地  新潟市西蒲区巻甲 635 番地 

   TEL 0256-72-3329／FAX 0256-73-4746 

 

            
       須佐            

 

図書館はみなさんの書斎です。

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 

URL http://www.nnl.jp 携帯URL http://www.nnl.jp/m/

Mail info@nnl.jp 
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  ～学校図書室とこども達～   曽根小学校地域教育コーディネーター  

和田久美子 

 
 今から７年前，曽根小学校の図書室はあまり明るい雰囲気とはいえない部屋でした。参観日，久

しぶりにじっくりとそんな図書室の本を見てまわり「怪盗ルパン」の前で私は固まりました・・。

この本！小学校の時読んだ！絶対これ！（なんたって数十年前の図書委員！）おそるおそる手に取

ってみると，べたついた嫌な感触・独特のカビの臭い・赤茶けたページたち。「ルパン」だけでは

ありません。あっちにもこっちにも助けを求めている本の山・・・。 
折りしも，学校現場に保護者の力を！という声が出始めた時期でもあり，理解ある校長先生方の

励ましをいただきながら６人の仲間たちと共に曽根小図書室の変身！をめざして活動していくこ

とになりました。具体的には書棚の整理，一冊ずつきれいに拭いて，それから修繕やラベルの張替

え・・・。夏休みには，まるでパソコン教室のごとく大勢のボランティアが無言で入力作業にあた

ってくれました。それでもなかなか思うように作業は進まず，又，合併したら学校ってどうなるの？

という漠然とした不安を抱えながらの日々で，終わりがない様な気さえしていました。しかし，メ

ンバー以外の保護者たちの「私でお役に立てるなら・・」という謙虚な姿勢が私たちに勇気とやる

気を与えてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業と並行して，私たちはクラスごとの＜読み語り＞も始めました。地区外の図書館で講習会に

参加したり，勉強会を重ねながら少しずつ絵本の素晴らしさを知り，絵本の楽しさを子ども達に伝

えたいという熱い想いに突き動かされながら，緊張しつつも毎週子ども達と絵本の時間を共有しま

した。この豊かな朝の１５分は今でも変わりません。先生方と子どもたちに感謝，感謝です。 
それから５年後，念願の学校司書をお迎えし，あの図書室がほんとうに生まれ変わったので

す！！                                    （つづく）

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

西川地区にある曽根小学校の初代校長は新保

し ん ぼ

正與

まさとも

先生といいます。米百俵で有名になっ

た峰岡藩の藩校でも教鞭をとっていました。新保先生は今から約 170 年前の 1832 年，曽

根に生まれ，62 歳で亡くなりました。没後，先生の遺徳を偲んで曽根神社内に建徳碑が建

立されました。曽根小学校では毎年校祖祭として新保先生を偲んでいます。今年も花火を

上げ，児童みんなで学業成就などの願いごとを和紙に書いた角灯篭を飾りました。 
西川図書館からも職員 8 人が図書館の利用拡大などの願いごとを書いて 2 つの灯篭を出

しました（写真左 手前 2 つ）。 
参考；西川町史考その６ 西川町教育委員会，1978 年 

 

曽根         祭  
天 満 宮 

校 祖 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

館名・会場 日時 行事 内容 

各図書館の行事 

西川図書館 

（おはなしコーナー） 

8/7（木）・8/21（木） 

午前 11:00～11:30 

夏休みおはなしの会 8/7 テーマ「夏休み」 8/21 テーマ「海」

小学生向け（3歳以上可） 

西川図書館 

（おはなしコーナー） 

8/24（日） 

午後 2:00～3:00 

ボランティアによるよみかた

りの会｢夏スペシャル｣ 

ボランティアによるよみかたりの会に職員

も参加します。3歳以上および保護者対象 

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） 

岩室図書館 

（おはなしのへや） 

8/9（土）・23（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） 

8/14（木） 

午後 3:00～4:10 

映写会 「天才えりちゃん金魚を食べた」（63 分）

児童と保護者対象 

岩室図書館 

 

8/26（火） 

午前 9:00～12:00 

一日子ども図書館員 小学 4～6年生，3名（抽選）8/10 締切り 

問合せ：岩室図書館☎0256-82-4433 

 

「父と子の旅路」 

小杉 健治/著 

（双葉社） 

 

  

 ある富豪夫妻が殺害される

という事件が起こった。無事

だったのは赤ん坊一人だけだ

った。やがて男が逮捕され，

事件の容疑を認めた。その男

は生後間もない息子と一緒だ

ったはずだが，行方不明でそ

の居場所については決して口

を割らなかった。富豪のもと

にいた赤ん坊はやがて弁護士

となる。一方容疑者には娘が

いたが，母親から事件のこと

を聞かされ彼女は真相究明を

決意する。偶然にも弁護士の

もとへその娘が現れ父の弁護

を依頼する。 
事件を調べていくうちに明

らかにされていく，衝撃の事

実。   (岩室図書館 稲葉) 

おすすめの一冊 

「日本のかたち」  
コロナ・ブックス 

編集部／編 

（平凡社） 

 

 昔から今にいたるまで脈々

と受け継がれている伝統文化。

蹲踞・蟇股・幣・滕・鍾馗 こ

れらは古来から日本で使われ

てきたものの名前です。あなた

はいくつ読めますか？これら

の役割はわかりますか？この

他にも今も使われている日本

文化においてなくてはならな

いものが掲載されています。言

葉の意味だけでなく実物の写

真もあり，自分の目で確かめる

ことができます。 
また，色や植物の名前にも日

本固有の名称があるものがあ

ります。この本をきっかけに，

日本文化について学んでみま

せんか？ 
（岩室図書館 川崎）

「えほんねぶた」 

あべ 弘士/ 

作･絵 

（講談社） 

 

 みなさん，お祭りは好きです

か？ 
 この絵本は，あべ弘士さんが

おじいちゃんのふる里の青森

県へ行き，有名なねぶた祭りの

「ねぶた」をつくるお話です。

 まっ白で大きな大きな和紙

に，真っ黒な墨で描いていきま

す。 初はトラを，そして次々

と動物たちが和紙いっぱいに

描かれると，今度は色をつけま

す。白い和紙の上がにぎやかに

なってくると，なんだかワクワ

クした気持になります。 
 ほとんどのページが写真で

綴られ，あべ弘士さんの姿もあ

って，一緒にねぶた祭りを楽し

める本です。 
（岩室図書館：藤井）

 



学校図書館支援センター通信ＮＯ．４ 

西蒲区の学校図書館と公共図書館の情報交換会 開催 

 ６月３０日（月）西川図書館において，西蒲区の小中学校の学校司書と西蒲区公共図書館職員との情報

交換会が行われました。今回は，支援センター試行後初の会合のため，中央図書館長のほか豊栄，新津，

白根の館長からもオブザーバーとして参加してもらいました。 
まず支援センターの活動報告では，西蒲区全部の学校を訪問したことについて報告しました。各学校の校

長先生や図書館主任から「合併後専任の学校司書が配置されたことで，学校図書館が明るく開放的になり，

利用しやすくなった」と高く評価され，喜んでもらっていること。一方課題は，蔵書の内容や利用状況を

把握し，古くなった本の更新をすること，児童・生徒に対する読書への働きかけ，授業に資料を活用して

もらうよう先生と協働することなどです。支援センターでは，これから学校図書館が求められる課題に対

し，出来る限りのサポートをしていくつもりです。

しかし，人員に限りもあり，まずは出来るところか

ら着手していくことになります。 
 その後，学校図書館が便利な公共図書館の利用方

法の説明や，学校司書及び学校ボランティア対象の

読み聞かせ入門講座のお知らせをしました。また，

学校図書館同士の情報交換のため，各学校図書館だ

よりを西蒲区の公共図書館の閲覧コーナーに置くこ

とも提案しました。 
次に，各学校を中学校区程度の班に分け，公共図書館の職員も入り情報交換をしました。終了後のアン

ケートでも，お互い学校の様子を話し意見交換ができて有意義という感想が多くありました。 後にそれ

ぞれの班から一言ずつまとめを発表してもらい，全体で質疑応答をして終わりました。この情報交換会は

今年度，もう一度開きたいと考えています。 
支援センターでは，今後も学校司書の皆さんを応援し，また学校図書館のお役に立てる計画を考えていき

ます。 

◇◇◇◇◇ 西蒲区の学校司書と学校ボランティアのための 読み聞かせ入門講座 ◇◇◇◇◇ 

 

要望が多かった      

「絵本の読み聞かせ入門講座」 

を企画しました。 

学校司書と，西蒲区で現在 

読み聞かせボランティアをし 

ている方，これからしたいと 

考えている方が対象です。 

 

 

 

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 

１ ９月１１日（木） 読み聞かせの実際・絵本の選び方       

 読み聞かせに向く絵本 

２ 

 会 場； 西川多目的ホール・西川学習館研修室 A 

 定 員； 40 名 
7／31 で締切りました。 

西川図書館では秋にも

う１つ読み聞かせボラ

ンティア講座を計画し

ております。 

 講 師； 鈴木 典（すずき ふみ）様 

９月１８日（木） 絵本のせかい 物語絵本 

３ ９月２５日（木） 絵本のせかい 昔話絵本・知識の絵本 

４ １０月２日（木） 読み聞かせの実習① 

５ １０月９日（木） 読み聞かせの実習②  （*実習は①②どちらか１回受講） 

 時 間； 午後 2 時 30 分～5 時              

 


