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新年おめでとうございます。 

11 月，12 月に開催した秋の読書週間行事の報告をします。 

たくさんの方に参加していただきました。ありがとうございました。 

西川図書館所蔵  

複製絵画ギャラリー（入場者 137 人） 

11/24（月）～27（木）西川多目的ホール 

「図書館で絵画がかりられるなんて素

敵，文化の発祥だ。」（アンケートより） 

 

「天地人のふるさと 天神山城と

大国氏」棚橋 宏さんの講演会 

12/7（日）（参加４１人） 

西蒲区以外からもたくさんの参加

があり，関心の高さがうかがえま

した。 西川図書館では「天地人」

に関する本を展示中 

子どもと読書「聴くよろこび 読むたのしさ」 

真壁 伍郎さんの講演会 11/29（土）（参加４９人） 

「良い絵本とは，手を抜かない本作りをしていて，いい物語，ことば

の響きがよいこと。」 

オズボーン・コレクション展 

複製絵画ギャラリーと同時開催 

「古い絵本をみて，いつの時代も子どもに

伝えようとする，未来へのみちびきが見え

た。」（アンケートより） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図書館中毒者の夢想 その２『図書館ねこ デューイ』の話 
「センス・オブ・ワンダー（絵本の会）」主宰    

                         中山 佳奈恵 
           

              私が今読んでいるのは『図書館ねこ デューイ』（ヴィッキー・マイロン／著，
早川書房）という本です。この本はジャケ買い（CD などを見かけだけで買っ
てしまうこと）ならぬタイトル買いです。「図書館ねこ」で「デューイ」です

から，買わずにはいられません。図書館系ブログで見かけて衝動買いです。 
 メルヴィル・デューイというのは図書館で使われている十進分類法の基礎となったデューイ十進分

類法を考案したアメリカ人です。現在日本で使われている分類はデューイ十進分類法を日本にあわせ

てアレンジした日本十進分類法です。日本の小説は９１３．６，昆虫の本は４８６のように図書館の

本のラベルについているあの数字のことです。 
 そして，「図書館ねこ」です。図書館に居ついた野良猫？図書館に出没する化け猫？タイトルから膨

らむ妄想・・・読み始めると「図書館で飼っていた猫」なのです！副題が「町を幸せにしたトラねこ

の物語」とあります。アメリカ中西部アイオワ州スペンサー公共図書館に 18年にわたって飼われてい
たトラねこ「デューイ・リードモア・ブックス」をめぐるエッセイです。著者はスペンサー公共図書

館長ヴィッキー・マイロンで，2008年 10月に日本語に翻訳出版されました。実話です。 
1988年の１月の寒い朝，スペンサー公共図書館の返却ボックスの中から生後８週間ほどの雄の子猫

が救い出されます。ここで私的に猫を飼うということであればありふれた物語となってしまうでしょ

う。しかし，この後の著者のとった行動は私の予想外のものです。まず，図書館で猫を飼うことにつ

いて市長の了解をとり，法的に問題がないかどうかを顧問弁護士に確認し，図書館の運営について決

定権を持つ図書館理事会からは「まあ試してみれば」という答えを引き出します。スタッフと利用者

の理解･賛同を得て，この猫は公共図書館の看板猫となっていきます。当時，この地域は経済的な農業

危機にさらされていたようです。地域の絆と希望を取り戻すために，図書館を暖かく親しみやすい図

書館にする一役を担ったのが図書館ねこデューイでした。 
現象としては広告のキャラクターとして成功した図書館ねことして捉えがちですが，著者とねこの

デューイとの深い信頼関係が柱となって，特別な存在として印象付けます。ここに詰まっているのは

地域とともに歩む図書館の姿であり，打たれ強く自らの仕事を全うしようとする司書の半生でもあり

ます。他にもアメリカには図書館猫が複数存在するらしいということや，図書館でケーキの焼き皿（模

様がつけられるらしい）を貸し出していたり，彼の地での図書館活動の豊かさを思わせる話がたくさ

ん出てきます。 
まだまだ私の図書館感も固くて窮屈だなあと思います。図書館で猫を飼っても良いという発想を受

け入れることから，何かがはじまるのかもしれません。新潟市でも猫を飼いませんか？今まで来なか

った人たちが来るかもしれませんよ。（つづく） 
 

西川図書館休館のお知らせ 

１月２６日（月）～２月４日（水）は蔵書点検のため休館いたします。 

１月１２日（月）～１月２５日（日）まで貸出期間が ３週間 に変更になります。 

岩室図書館，潟東図書館，しろね図書館などをご利用ください。本を返される方は返却ポスト

をご利用ください。視聴覚資料は返却ポストには入れないで開館してからお返しください。 

貸出延長します 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館名・会場 日  時 行  事 内  容 

西川図書館 

（西川学習館 講堂） 

1/17（土）・1/31（土） 

午後 2:00～4:00 

読み聞かせボランティ

ア・ステップアップ講座 

ボランティアをされていて，２回とも参

加できる方。参加無料。申し込みが必要

です。1/15（木）までに西川図書館へ 

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 

（2階 視聴覚室） 

1/10（土） 

午前 10:30～11:30 

新年お楽しみ会 ボランティアによる手品や人形劇もや

ります。入場無料，当日どなたでも。 

岩室図書館 

（おはなしのへや） 

1/24（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 

（潟東ゆう学館 １階 

機能訓練室）

1/18（日） 

午前 10:30～12:00 

新年おたのしみ会 

 

 

潟東図書館ボランティアグループ「ひまわり」

による紙芝居，かるた大会 

（定員 30名） 

「ひとりひとりの味」 

平松 洋子/著 

（理論社） 

 

 
 
親戚や友達の家でご飯をご

ちそうになった時などに，あ

れっ？と思ったことはありま

せんか。同じカレーなのに，

ウチの味と違う･･･とか。その

家の料理がどんなにおいしく

ても，やっぱり自分のウチの

味のほうがなんとなく落ち着

くような気がします。 
この本の中には，ウチの味

とヨソの味，同じ料理なのに

こんなに違ってびっくり！で

もおもしろい！がたくさんつ

まっています。 
読んでいるととってもおな

かがへってきて，そして，誰か

と一緒にご飯が食べたくなる

一冊です。（西川図書館 本間） 
          

「はしれ,きかんしゃ   

ちからあし」 

小風 さち/文 

藍澤 ミミ子/絵 

（福音館書店） 

 

 力持ちの蒸気機関車「ちから

あし」は，重い貨物をひいては

しるのが大好きでした。小さな 
町の駅で積み荷を降ろすと，家

畜や米やリンゴを積んで，また

山道を戻っていきます。戦争を

乗り越え，頑張ってきた「ちか

らあし」でしたが，やがてディ

ーゼル機関車や特急電車の時

代になった時，待っていたの

は，思いがけない役目でした。 
 版画やコラージュなどを組

み合わせた大胆な構図の絵が

魅力的です。画家は新潟市在住

の方で，この絵本が初めての絵

本制作となります。 
（西川図書館 小林） 

「ながい坂」  

山本周五郎全集  

第１７巻 
山本周五郎／著 

（新潮社） 

 
三浦主水正は下級武士出身

ですが，８歳の時の屈辱的な

経験を機に勉学と武芸に励み

異例の出世を遂げていきま

す。が，それが故の妬みと反

発，心血を注いだ堰堤工事に

対する妨害，藩の後継者騒動

など，様々な苦難に遭遇しつ

つも，それを自分の人生とし

て受け止めていく彼の半生が

描かれています。私は山本周

五郎作品の凛とした佇まい，

独特の正義感や情けはあるが

情けに溺れずといったスタン

スが好きで，この長編も心に

残る作品の一つです。 
   （西川図書館 加藤） 

 

 おすすめの一冊 

  

各図書館の行事 
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西川図書館出前講座「お話会」 

ただいま ＜読み聞かせ＊お話＊ブックトーク＞を携えておじゃましています。 
 

西川図書館が開館時から続けているサービスのひとつに，毎年秋から冬にかけて保育園や幼稚園・学校

などへ出かけておこなう「お話会」があります。学校や園へのアンケートで日時や内容の希望をとり，担

当の先生と打ち合わせをします。次に職員が２人一組となって「お話会」のプログラムについて検討する

など準備に取りかかります。今年から出かける地区によっては岩室図書館と潟東図書館の職員が加わる場

合もあります。今年度は学校図書館支援担当もこのメンバーに加わり，漆山小学校と鎧郷小学校に伺った

のでその報告をします。 

 

漆山小学校の「ブックトーク」（１１月１８日，１２月８日） 
ブックトークというのは，あるテーマにそって数冊の本を紹介する

ことをいいます。今回，漆山小学校で，４年生「一つの花から－戦争

と平和」と５年生「わらぐつの中の神様」というテーマでブックトー

クを行いました。４年生の先生からは「あまり戦争の悲惨さを強調せ

ず平和へとつながるイメージの作品を。」という依頼でしたので，『焼

けあとの白鳥』「おかあさんの木」などの物語や，『日本人の２０世紀

くらしのうつりかわり』というシリーズを取り上げ，戦争当時の小学

校や学童疎開のようすを写真を見せながら紹介しました。 

５年生には，「わらぐつの中の神様」の作者杉みき子の作品や，同じ上越市出身の作家小川未明の「赤い

ろうそくと人魚」，また豪雪地上越をイメージさせる『雪国の伝統的なくらし』を紹介しました。５年生は

総合的な学習で米作りを体験しているので，『わら加工の絵本』『東アジアの食べもの』や『きつねのホイ

ティ』（スリランカの絵本）など，米にまつわる本も取り上げました。紹介の後，子どもたちは思い思いの

本を手にとっていました。また担当の先生には「教科書からいろいろな本に広がった。」と喜んでもらいま

した。 

 

鎧郷小学校の「お話会」（１２月９日） 

鎧郷小学校では３校時に３年生，４校

時に１年生が集合してお話会を行ないました。どちらの

学年も聞く態度が身についていて，スムーズにお話会に

入ることができました。 

「お話会」は子どもたちを物語の世界に誘い，楽しんで

もらうことで，子どもと本を結ぶものです。先日，鎧郷

小学校の３年生の女の子がお母さんと一緒に西川図書

館に本を借りにきました。お話会で聞いた「エパミナンダス」をお母さんにも読んでほしいからというこ

とでした。紹介した本を手に取ってもらえることは図書館員の喜びです。子どもたちに本の楽しさを伝え

られるよう更なる努力をしていきたいと思います。 

また，学校でも「お話会」の本を紹介して 

もらうなど，お互いに協力していけたらと考 

えています。 

 学校図書館支援センター通信ＮＯ．８    

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年生プログラム＊ 

１ ねえ、どれがいい？（絵本） 

２ かさじぞう  （絵本） 

３ ゆきのひの 

ゆうびんやさん（絵本） 

４ １２のつきのおくりもの 

（絵本）  

 

＊３年生プログラム＊ 

１ まじょのかんづめ（絵本） 

２ エパミナンダス（お話） 

３ マメ子と魔物（お話） 

４ かさじぞう （絵本）   

５ たまごころころ（紙遊び） 

 


