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西蒲区の地区図書室紹介 その３～漆 山
うるしやま

地区図書室～
 

漆山地区図書室は漆山公民館の中にあります。 

平成４年に建てられ，今年で 16 歳になりました。 

漆山公民館にお越しの際は，ぜひお寄りください。 

お待ちしております。 

 

みなさん,どうぞお越しください。

・無料駐車場８台（漆山公民館駐車場と共用）

・JR 越後線 巻駅より車で約１０分 

・新潟交通バス（巻～白根線，巻～加茂線） 

白山町下車徒歩５分 

 

 

 

       
   須佐        

 

新潟市の図書館では 

11 月 1 日より 

ご利用ください 

変わります。 

期間が 2 週間に 

視聴覚資料の貸出 
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巻・潟東
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■ 開館時間 午前 8時 30 分～午後 5時 30 分 

■ 休館日 火曜日（祝日の場合は翌日） 

土曜日・日曜日・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

■所在地 新潟市西蒲区馬堀 6001 番地 56 

     TEL 0256-73-2660



  
 ～子どもと本の架け橋になりましょう～    

曽根小学校地域教育コーディネーター 

和田久美子 

 図書室の整理と平行して始めた読み語りも，おかげさまで今で

はすっかり学校に定着し，現在は，低学年・週一回，中学年・隔

週，高学年・月一回のペースで各クラスに一名ずつのボランティ

アが入っています。今年度は二名の新メンバーが加わり，又卒業

生の保護者もそのまま継続してくださるという事で，１１名の読

み語りチームは「ぷりずむ」（曽根小の縦割り活動のなないろか

らヒントを得たネーミング）となって様々な色を発しています。

 私は今年度，曽根小学校地域教育コーディネーターのお席をいただき小学校と地域の距離を

もっと近く，より深く良い関係を築くべく色々な活動をしています。といっても，特別新しい

事業を興しているわけではなく，今までそれぞれの施設や団体が頑張ってきたことに着目し，

人と人との関係と同じ様にそれらの方々と学校との間に密接な繋がりを作りたいという想い

で携わらせていただいています。メンバーの一員としてではなくコーディネーターから見たぷ

りずむは，とても誠実に子ども達と向き合ってくれる確かな地域人材の集まりです。西川図書

館に学校支援センターが配置されたことも大変心強く，今回の学校司書・学校ボランティアの

ための「読み聞かせ」入門講座にも数名が参加し勉強中です。読み手として，子ども達に対し

て誠実であろうとすればするほど選書の悩みや“？”が浮かんできます。そもそも何故子ども

時代に絵本や物語の世界に触れることが大切なのか・・・。そこが，解っているようでなかな

か上手く説明できない一番大事な原点です。だからこそ，図書館の講演会などを通して学ぶ意

義が大きいのだと思います。もちろん実践も！ これは，なにも学校で読み語りをしている人

達だけに限ったことではありません。子どもはお母さん・お父さん・家族に読んでもらうのが

大好きです。家庭に絵本があるということ，親と子の心に共通の物語があるということ・・・

それがどれだけ子どもの心を温め又豊かにしてくれることでしょう。図書館は，学校での読み

語りグループばかりではなくすべての子ども達（家庭）に絵本の持つ不思議な力を授けてくれ

る窓口です。図書館と子どもを繋ぐコーディネーターには誰でも今すぐなれます。どうか多く

の子ども達に幸せな出会いがありますように！               （おわり） 

  

 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

岩室図書館の臨時休館について  

蔵書点検期間 １１月２６日（水）～１２月３日（水） 

蔵書点検を上記の日程で行います。ご迷惑をおかけいたしますが，ご協力のほど，よろしくお願

いいたします。なお，休館中は，西蒲区内の西川図書館及び潟東図書館をご利用ください。 

図書館出前講座（学校訪問・園訪問）これから始まります。 

西川図書館では，毎年西川地区内の保育園・幼稚園・小学校を対象に希望をお聞きして，図書館

職員が訪問していました。「絵本の読み聞かせ」や「ストーリーテリング（おはなし）」を中心に，

小学校高学年にはテーマに沿って何冊かの本を紹介する「ブックトーク」などを実施していました。

平成 19 年度に新潟市が政令指定都市となりさらに西蒲区もできましたので，このたび西蒲区全部

の保育園・幼稚園と小・中学校に希望をお尋ねすることにしました。西蒲区の図書館が協力して，

できる限りご要望にお応えしたいと思っています。 

  
  
  
  
  

  
  
  



  おすすめの一冊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

館名・会場 日  時 行  事 内  容 

西川図書館所蔵 

複製絵画ギャラリー 

西川図書館所蔵の全 80 点を展示します。 

その場で借りられます。 

西川図書館 

(西川多目的ホール) 

11/24（月）～27（木） 

午前10:00～午後5:00 

 オズボーン・コレクション展 復刻された絵本の古典を手にとってみられます。

西川図書館 

（西川学習館） 

11/29（土） 

午後 2:00～4:00 

子どもと読書「聴くよろこ

び 読むたのしさ」 

講師 真壁 伍郎さん 

申込みが必要です。入場無料。 

西川図書館 

（西川学習館） 

12/7（日） 

午後 2:00～3:30 

「天地人のふるさと

天神山城と大国氏」 

講師 棚橋 宏さん 

申込みが必要です。入場無料。 

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） 

11/8（土）・22（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 

潟東図書館 

（視聴覚室） 

11/2（日） 

午前 10:30～12:00 

第 8 回 

潟東図書館まつり 

昔ばなしやコンサートをお楽しみください。 

申込みが必要です。入場無料。  

各図書館の行事 

「一億百万光年先に住むウサ

ギ」 

那須田 淳/著 

（理論社） 

 
 
月翔太は中学三年生。正式で

はないが便利屋サスケ堂から派

遣されて週に一度，足立先生の

家でアルバイトをしている。 

ドイツに伝わる恋樹（こいの

き）の話をしたことから，古い

桜の樹を介してある少女の恋愛

相談にのっている先生。 

怪我をした先生の代わりに手

紙を代書するようになった翔太

は，やがて初めての恋をす

る・・・。 

日常の中，恋や友情，家族の

問題に真正面から取り組む主人

公たち。この本のテーマソング

といえるドリス・デイの『ケ・

セラ・セラ』を聴きながら読み

たい一冊。 
（潟東図書館 坂下）

「ぼくんちカレーライス」 

つちだ のぶこ／ 

作・絵 

（佼成出版社） 

  
明治期にイギス料理として伝

わったカレーライス。隠し味に

何を入れるか，添えるのは福神

漬けかラッキョウか，辛口が好

き，甘口が最高・・・などと好

みが分かれるところです。でも，

あの香りを嗅いだだけで食欲が

わくのは大人も子どもも一緒で

しょう。 

 「ぼくんちカレーライス！」

とわくわくして商店街に出かけ

ると，なんだか食べたい気分が

八百屋さんにも肉屋さんにもど

んどんうつっていきます。つい

には町中のみんなが「今夜はカ

レーライス！」の気分になって

しまいました。町のあちらこち

らにお相撲さんがいたり天狗が

潜んでいたりという発見も楽し

い絵本です。(潟東図書館 浅妻）

 

「西遊記」上・下巻  
平岩 弓枝／著 

（毎日新聞社） 

 

 

 

 三蔵法師が孫悟空・猪八戒・

沙悟浄を引き連れ，経典を求め

天竺へ旅するおなじみのお話

を新解釈で描く平岩版。正義感

あふれ情のある孫悟空，ひねく

れやすくなかなか素直になれ

ない猪八戒，二人の間にたって

気配りする沙悟浄。優しいがゆ

えに悟空に厳しくあたってし

まう三蔵。妖怪たちも意外に人

間味があふれ，現代人と変わら

ぬ心の葛藤に苦しむ登場人物

たちに，思わず共感を覚えるこ

とでしょう。 

蓬田やすひろ氏の挿絵が，長

い作品をより楽しいものにし

ています。 
(潟東図書館 小野寺) 

 
 

24 日は午後 1:00 から・27 日は午後 3時まで 



学校図書館支援センター通信ＮＯ．６ 

 学校から団体貸出の申し込みが 

 

続々と届いています！ 

めっきり涼しくなり，落ち着いて学習できるよい季節となりました。 
いま，図書館には，授業で使うための図書の貸出申込みが，学校からた

くさんきています。一部をご紹介しましょう。 
◇自動車の本 →→→ １年生国語＜はたらく自動車＞の単元で使用 

 ◇食べ物の本 →→→３年生国語＜すがたを変える大豆＞に使用 
 ◇耳や目の不自由な人が伝え合うためにどのようなことをしているかを書いた本 

         →→→４年生国語＜調べて発表しよう「伝えあう」ということ＞に使用            

◇『京都なるほど事典』他京都に関する本 →→→中学校で修学旅行前の下調べに使用 
この他にもいろいろありますが，どの場合も図書資料を使った授業を行うためには，まず授業を

する先生から学校司書に依頼があり，学校司書は自校の資料を調べ，不足分を公共図書館に申し込

みます。 
迅速な資料提供のためには，依頼内容が出来るだけ具体的であることが大切です。学年・教科・

単元だけでなく，資料を授業のどの場面でどう使うのか。教師のねらいはどこにあるのかも重要ポ

イントになります。例えば，３年国語＜すがたを変える大豆＞では，必要なのは「大豆の本」だけ

なのか，「大豆の加工食品が数多く載っている本」なのかで用意する本は違ってきます。先生方に

図書資料を効果的に使ってもらい，良い授業をしていただくために，私たちは学校司書の皆さんと

連絡を密にしながら支援をしていきたいと思っています。 
ところで，どの学校も，図書資料をだいたい同じ時期に同じ単元で取り上げるので，公共図書館

への貸出申込みが重なってしまう可能性があります。そこで，学校図書館支援センターでは今年度

試験的に，学習単元を調べて，その分野の本を支援用に購入することにしました。今年度は下記の

テーマで購入を予定しています。ご活用ください。 
 

１年生国語 ●自動車くらべ ●動物の赤ちゃん  ２年生国語 ●ローベルの絵本  

３年生国語 ●斎藤隆介の絵本         ３・４年生国語 ●あまんきみこの作品 

３～６年生国語  ●ことば          ５年生社会 ●沖縄              

６年生社会 ●日本の歴史 ●戦争        ３～６年生 ●福祉/手話/ボランティア 

４～６年生 ●食べもの/食育         ４～６年生 ●環境 

 
☆9 月から始まった学校司書と学校ボランティア対象の読み聞かせ入門講座に 35 人が参加，10 月 9 日に終了

しました。西蒲区以外からの学校司書も参加しました。 

 

☆9 月 29 日に，学校図書館支援センターについて，教育委員会学校支援課指導主事，学校司書の代表，教育

総務課，中央図書館，西川図書館の担当者が今年の活動報告と意見交換をしました。今後，学校長も交え

た学校図書館支援センター運営検討委員会が開催される予定です。 

 

☆10 月下旬，西蒲区の学校図書館に関わる人たちによる運営委員会が計画されています。学校現場のニー

ズや課題を聞いて，今後の学校図書館支援センターの支援内容を考えていくことになります。終わったら，

皆さんに報告をしたいと思います。 

 


