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 第２１号 

に し か ん 

 

西川図書館 蔵書点検の結果をお知らせします。 

 

蔵書点検って何？１０日間でどんなことをしたの？ 

 毎日たくさんの本や視聴覚資料が貸出・返却されます。すべての資料がコンピュータで

管理されています。しかし，棚に戻すのは手作業なので違う棚に並べたり，何かの間違い

で貸出手続きがされずに持ち出されることもあります。そうすると「本があるはずなのに，

見つからない」ということになります。もしその資料を必要としている方がいても，提供

できなくなってしまいます。そこで，資料の所在を明らかにする作業が蔵書点検です。 

具体的な作業は次のとおりです。１．職員全員がノートパソコンなどを使って，１点１

点バーコードをなぞりデータを読み込んでいきます。館内の書架と事務室内の閉架書庫に

ある図書・雑誌・視聴覚資料・複製絵画などすべての資料を手作業で入力していきます。

２．読み込んだデータとサーバのデータを照合して，行方不明資料のリストを出します。

３．このリストを持って資料の捜索です。本の後ろにかくれてないか，他の本にはさまっ

ていないかなど確認していきます。 

 また，年々増加する資料を想定して，書架の移動なども行います。さらに，毎月第１水

曜日の図書整理日ではできないような，システムの点検やレベルアップなどもこの期間に

行っています。 

１ 西川図書館の資料点数      約８万点（図書・雑誌・視聴覚資料・複製絵画を含む）

２ 蔵書点検で走査した点数     ６９，６００点（〃） 

３ 貸出し中の資料点数       １０，４００点（〃） 

４ 蔵書点検作業で不明資料になった点数  ３６１点（〃） 

蔵書点検期間中（１月２６日から２月４日）は，休館のため皆様に大変ご迷惑をおかけいたし

ました。おかげさまで，全資料の点検を１点１点実物とコンピュータ上のデータと照合し行方不

明になっている資料がないかどうかの確認ができました。この作業により，確実な資料管理と提

供を維持することができます。ご協力ありがとうございました。 
職員一同，これからも利用者サービスに努力してまいりますので，皆様のより多くのご利用を

お待ちしております。 

こんな感じで，棚の本一冊一冊のバーコードを

ノートパソコンで読み取っていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20 年度第２回新潟市立西川図書館協議会が開かれました。 

平成２１年２月４日（水），西川多目的ホールにて開催いたしました。 

西蒲区内の図書館の利用状況などについて報告があり，今後の運営のありかたについて

話し合われました。 

近日中にも，協議会の議事録を西川図書館ホームページに掲載する予定です。もう少し

お待ちください。なお，過去の図書館協議会の記録は，西川図書館と西川図書館ホームペ

ージでご覧いただけます。 

 

図書館法・新潟市立図書館条例に基づき設置 

され，図書館の運営に関して，図書館長の諮 

問に応じるとともに，図書館の行うサービスなどについ 

て館長に意見を述べる機関です。以前は西川，岩室，潟 

東の各図書館にそれぞれ図書館協議会がありましたが， 

平成１９年４月から西蒲区の図書館協議会としてひとつ 

になりました（一般市民の傍聴もできます）。 
 

 新潟市立西川図
書館協議会とは 

みんなで考えよう！子どもの読書について 
子どもの読書についてみなさんで考えてみませんか。子どもの 
読書に興味をお持ちの方ならどなたでも参加いただけます。 
お気軽にご参加ください。 
 
１ 日 時 平成２１年３月１８日(水) 午前 10:30～12:00 
２ 会 場 新潟市潟東ゆう学館 第二研修室 
３ 講 師 中野 満子 さん（元 潟東図書館長） 
４ 募 集 ２０人 (先着順) 参加無料 
５ 申込み 新潟市立潟東図書館 (潟東ゆう学館１階) へ  

【締め切り ３月１１日(水)】 電話・ＦＡＸ ０２５６－７０－５１４１ 

  
新潟市西蒲区の角田山の魅力を紹介していただくとともに，里山と人間の共存について語っ

ていただきます。 
１ 日 時 平成２１年３月１４日(土) 午後 2:00～4:00 
２ 会 場 西川学習館 １階 講堂 (西川図書館となり 駐車場あり)  
３ 講 師 藤田 久 さん (ＮＨＫ新潟文化センター講師) 
４ 募 集 一般の市民 ５０人 (先着順)  参加無料 
５ 申込み 西川図書館へ 【締め切り ３月８日(日) 】 

大観光交流年 
 西蒲区ふるさと再発見！  

 

 
 

？ ？ 

どんな本をえら

んだらいい？ 

様々な課題について活発な 
意見交換をしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館名・会場 日  時 行  事 内  容 

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歳以上向け） 

岩室図書館 

（おはなしのへや） 

3/14（土）・3/28（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 

 おすすめの一冊 

「夢の彼方への旅」 

エヴァ・イボットソン 

/著 

三辺 律子/訳  

（偕成社） 

 

マイアは 2年前に両親をなく
しイギリスの寄宿学校で暮ら

していました。ある日，彼女に

親戚がいたことがわかり，ブラ

ジルへ渡ることになりました。

アマゾンの開拓地での幸せな

日々を夢見るマイア。しかし，

現実は，彼女の希望通りにはな

りませんでした。 
マイアの暮らす新天地であ

るアマゾンの大自然とその地

に創られた文明社会を背景に

自分の夢とは何か，また人との

出会いがもたらすものとは何

かを考えさせられます。 
（岩室図書館 川崎） 

「ちょっと昔の道具から見な

おす住まい方」  

山口 昌伴／著 

（王国社） 

 
 

へちまは若いうちは食用に

なり，完熟するにつれ繊維がか

たくなり，乾かしてたわしとし

て使えます。種子は利尿，便秘

に効く民間薬になり，へちま水

は化粧水ややけどの応急薬に

もなります。昔の人は身の回り

の生活環境から食べ物や薬品

や道具，住まいを作り出してき

ました。 

この本ではちょっと昔の身の

まわりの道具を衣食住の分野

に分けてたくさん紹介してい

ます。  

現代社会では見えてこない，

ゆとりや本当の意味の豊かさ

を再認識することができます。 

   （岩室図書館 和田） 

 

「いろはにほへと」 

今江 祥智／文 

長谷川 義史／絵  

（ＢＬ出版） 

 

 

 

 みなさんは何気ない言葉が

つい気になってしまうことは

ありませんか？ 
これは，むかしむかしのお侍

がいたころのお話です。かっち

ゃんが，おぼえたばかりの「い

ろはにほへと」をつぶやきなが

ら歩いていたら，お侍にぶつか

ってしまいました。わけを聞い

たお侍もつい「いろはにほへ

と」とつぶやき始めます。 
さてこのあと「いろはにほへ

と」は，さまざまな人に伝染し

ていくことになります。 
（岩室図書館 稲葉） 

 

 

各図書館の行事

～新生活を始めるあなたに～ 

         図書館には，卒業・進学・就職・退職など 
新しい生活を始めるあなたに役立つ本があります。 
スピーチの原稿作り，引越しのコツ，資格取得，ファッションセ 
ンスを磨くなどさまざまな本をそろえています。 
お気軽に職員にご相談ください。 

 
 

 



平成２１年３月 

 

 

西川図書館の「教科書展示コーナー」の隣に，今年度学校図書館支援用として購入し

た本のコーナーを設けました。調べ学習など小・中学校の授業で利用の多い分野の本を

約７００冊揃えました。これまでの学校の団体貸出利用状況や相談の内容をみながら選

定しました。今後も学校のニーズに合った資料提供ができるよう充実させていきます。

ご要望も承りますので，どうぞお気軽にご相談ください。なお，このコーナーの本も他

の本と同様に，どなたでもご利用いただけます。  
その一部をご紹介します。 

○ 『学研ハイベスト教科事典』全１６巻 （学 研） 

○ 『ニューワイド学習百科事典』全８巻 （学 研）  

○ 『目で見る世界の国々』全７１巻 （国土社） 

○ 『科学のアルバム』全７３巻 （あかね書房） 

○ 『プロフェッショナル仕事の流儀』既刊１５巻（日本放送出版協会） 

○ 『女の子のための仕事ガイド』既刊８巻 （理論社） 

○ 『調べてみようわたしたちの食べもの』全１０巻 （小峰書店） 

○ 『あまんきみこ童話集』全５巻 （ポプラ社） 

 除籍とは，傷んでしまった本や内容が利用価値を失った本を 

図書館の蔵書から除くことです。今回の研修は，廃棄規準を基 

に実際の書架を見ながら，参加した学校司書とともに検討しま 

した。中学校は１回，小学校は校数が多いため２回に分けて研 

修をしました。 

廃棄規準では「刊行後５年を経ているもので，記載地名等に 

変化が生じた」地図帳や，「刊行後３年を経ているもので，学習 

の現状にそぐわなくなった」学習参考書は廃棄の対象となります。 

古い資料を利用することで，誤った情報を得ることになるのでは 

は困ります。逆に，古くてもその学校にとって大切な学校の沿革史やその地域の資料などは保存して

おく必要があります。廃棄規準を基本としながらも，全体の蔵書構成や利用状況を考えて判断するこ

とになります。 

新潟市では市内全校の学校図書館の蔵書について，平成２３年度までに文部科学省の示す「学校図書

館図書標準」１００％達成を目指しています。西蒲区の小・中学校のうち，標準に達している学校が

１１校あります。しかし，蔵書冊数が標準に達しているだけでなく，調べ学習に使える図書資料と，

子どもたちの読書意欲をかきたてる新鮮な本を揃えていくことが大切であると考えております。 

 学校図書館支援センター通信ＮＯ．１０   

 

学校図書館支援用図書コーナー 

 

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 

中之口中学校 

 


