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新しい職員を 

紹介します 

こどもの読書週間 特集号

｢巻図書館｣平成 23 年度開館へ 

 東北電力旧巻営業所跡地・建物を活用して｢巻図書館｣(仮称)をつくる計画が進んでいます。Ｈ21 年度に

建物と土地を取得し，22 年度に改築工事，23 年度初めの開館を目指しています。図書館の建設は旧巻町の

                     合併建設計画の一つで，巻地区中心部にありＪＲ巻駅にも

近く便利性もよいことから，同地に決まりました。1階 

のべ床面積は約千㎡で約五万冊の蔵書が収容可能。21 年 

度予算は土地建物の取得と基本設計費等で約 2億 2750 万 

円，総事業費は 5億 3580 万円の予定です。 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域利用 

 聖籠町にお住まいの方も，貸出カードをお作

りいただけます。 

新潟市内にお住まい及び通勤・通学の方以外

に，昨年１１月から，新発田市・五泉市・阿賀

野市にお住まいの方も対象になっていました

が，新たに区域が広がりました。新潟市民もこ

れらの市の図書館を利用できます。 

４月１日から変わりました！ 

ＡＶ資料の利用 

 ほんぽーと中央図書館と生涯学習セ

ンター図書館で所蔵しているＤＶＤ・Ｃ

Ｄを西川図書館に取り寄せて借りられ

るようになりました。 

 なお，お取り寄せしたＤＶＤなどは 

西川図書館の開館中にお返しください。

貸出期間は 2週間です。延長はできませ

ん。 

予告 

西川図書館をはじめ西蒲区の図書館で 

子ども向けの楽しい行事を企画しました！ 

★よみきかせ★ 

西川図書館  

・えほんよみかたりの会  

毎週日曜 午後 2時～ 

第 2・第 4土曜 午後 2時～ 

・えほんのじかん  

毎週火曜 午前 11 時～ 

岩室図書館 

・おはなしのじかん  

第 2・第 4土曜 午前 11 時～ 

★一日子ども図書館員★ 

日時：5月 16（土）午前 9時～12 時 

場所：西川図書館 

募集：小学 4～6年生 6 名（抽選） 

 申込多数の場合は西蒲区在住者を優先 

申込み：西川図書館へ  

5 月 10 日(日)締切 

★西川図書館子ども映写会★ 

日時：5月 9日(土)午前 10 時～11 時半  

入場無料 

内容：「3丁目物語 春」 

「がんばれスイミー」  

「楽しいムーミン一家」 

会場：西川多目的ホール 

★絵本のおはなし会と 

ポニーの観察会(仮)★  

日時：6月 7日（日） 

会場：藤田ファーム（西蒲区横戸） 

問合せ：潟東図書館へ 

    Tel 0256-70-5141 

★児童感想画展★ 

好きな本を読んで，1枚の絵を 

描いてみよう。 

募集期間：4月 23 日～5月 31 日 

展示期間：4月 24 日～6月 30 日 

会場：岩室図書館 

直接会場へ 

おこしください

会場：西川学習館 講堂 

講師：新潟かみしばいクラブ代表 

 石倉 恵子さん 

募集：40 名（先着順） 大人対象 

申込み：西川図書館へ   

★講座「かみしばいで語ろう」★ 

日時：5月 9日（土）午後 2時～4時 



 

 おすすめの一冊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「16 歳の教科書 ドラゴン桜

公式副読本」 

7 人の特別講義プロ 

ジェクト＆モーニン 

グ編集部/編著 

（講談社） 

 
みなさんは，なぜ勉強してい

るのでしょう。国語なんて日本

語が話せればいいじゃない。数

学なんか勉強して，何の役にた

つの？せっかく英単語を覚え

ても外国人と会話できるの？ 
 青春の楽しい日々を，どうし

て勉強に費やさなければいけ

ないのか。大人の入り口に立っ

た今こそ，自分が勉強する理由

を真剣に考えてほしいのです。

「なぜ学び，何を学ぶのか」に

ついて7人のスペシャル講師が

答える特別講義です。 
（西川図書館 田中）

「ズッコケ中年三人組 

age43」  

那須 正幹／著 

（ポプラ社） 

 
 

 

ズッコケ三人組も 43 歳にな

りました。ある日，ハチベエが

裁判員に選ばれます。ハカセや

モーちゃん，そして懐かしい同

級生たちを巻き込んで，裁判が

進んでいきます。 

5 月 21 日，いよいよ裁判員制

度がはじまります。これは，国

民の視点で裁判に参加しても

らう制度です。もしかしたら，

あなたも裁判員に選ばれるか

も知れません。そのときにあわ

てなくても済むよう，この本を

読んで備えましょう。    

（西川図書館 高島） 

 

「くものすおやぶん 

とりものちょう」 

秋山 あゆ子 

／作  

（福音館書店） 

 

 

 舞台は時代劇の中の江戸の

ようなまち。でも，そこに住ん

でいるのは着物を着た虫たち

です。時は春，オニグモのくも

のすおやぶんは，きょうもハエ

トリグモの子分をつれ，まちの

見回り。そこへ，お菓子屋さん

から，盗みの予告状が届いたと

の知らせが。さて，おやぶんは

ぬすっとをいかに捕まえるか。

登場する虫たちの姿はもちろ

ん，建物や道具までていねいに

描かれている絵本です。細かい

ところまでじっくり楽しんで

ください。（西川図書館 岩野）

西川図書館のおはなしコーナー  

今年もボランティアの方が，掲示板を素敵に飾ってくださって 

います。手紙や絵を入れる「ポスト」がおいてあります。絵本や 

本の主人公へ手紙を書いてみませんか。子どもたちからのお手紙 

や絵をお待ちしています。書いてくれた人には「ポストのおばさん」 

からしおりのプレゼントがありますよ。 

傘
かさ

ぼこの人形が寄贈されました。 

 写真の人形 2 体を西川地区コミュニティ協議会・曽根九番町 

内会・西川商工会から寄贈していただきました。左が「上杉輝 

虎（謙信）」，右が「天璋院篤姫」です。作者は旧西川町九番町 

出身の人形作家，重松柳子(旧姓阿部)氏です。人形は西川まつ 

りの傘ぼこ行列のために毎年作られています。 

西川図書館のギャラリーに飾ってありますのでぜひご覧ください。 
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学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.１1 

昨年 4 月，新潟市で最初の学校図書館支援センタ

ーが西川図書館に置かれました。それから 1 年が経

過しましたので，振り返ってみました。 

 
  

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 

学校図書館支援センターに学校司書の経験が長い

ベテラン職員を小・中学校からそれぞれ一人ずつ配

属し，西蒲区の学校司書の相談や指導にあたってい

ます。昨年度の初めに支援センター担当 2 人は西蒲

区の 15 小学校及び 6 中学校全部を回り各学校図書

館の現状を見学し，図書館担当の先生や学校司書と

情報交換をし，また可能な場合は校長先生から図書

館運営についての考えを伺いました。 

学校図書館支援センターは，その名のとおり支援

に徹する立場です。学校が学校図書館をどう運営し

たいと考えているのか，また学校図書館を使って児

童生徒にどんな教育効果を望んでいるのかを的確に

キャッチし，それにふさわしい支援を行い期待に応

えられるようにしたいと考えています。 

そのために，これからも学校との意見交換が重要

ではないかと思っています。さいわい昨年度西蒲区

で立ち上げることができた「西蒲区学校図書館支援

センター運営協議会」を通して，学校の求める学校

図書館の姿に少しでも近づくよう支援内容の充実に

努力していきたいと考えていますのでどうぞよろし

くお願いいたします。 

（今年度，北区の豊栄図書館にも学校図書館支援

センターが設置されたので，その連携も図っていき

ます） 

新潟市では平成 19 年 3 月に新潟市教育ビジョンを

策定しました。これは新潟市の教育の基本的な方向

を指し示したもので，このなかに学校図書館支援セ

ンターの設置が示されています。「学習習慣の定着と

読書活動の推進」という項目のなかで学校図書館の

充実を図る役割を求められています。最近はＯＥＣ

Ｄ（経済協力開発機構）の学力テストでの日本の順

 

平成 17 年の広域合併により，新しく新潟市となっ

た旧市町村の学校には学校司書が配置されていませ

んでした。その後教育委員会の努力で臨時職員の学

校司書を全校配置することになりました。しかしな

がら長年専任の学校司書がいた旧新潟市の学校とそ

うではない新市域の学校図書館を比べると整備状況

の開きもありました。一番最初に西蒲区に学校図書

館支援センターが設置された理由のひとつとして，

新市域では学校司書が採用後間もないため経験年数

が十分ではないこともあり，そのサポートをしてほ

しいということもありました。（もちろん，司書がい

なかった学校のなかでも図書館整備を職員みんなで

支えあって立派にされていたところもあります） 

新潟市では，早くから学校図書館に専任の学校司

書を配置しています。これは全国的にみても先進的

なことでした。昭和 20 年代後半から 30 年代にかけ

ての時期，ＰＴＡ雇用による配置から始まりました

が，時代の流れと共に市の正規職員が採用されるこ

とになりました。新潟市においては，学校司書の必

要性が早くから認められていたわけですが，予算と

の兼ね合いで全校配置にいたるまでの道のりは長く

厳しいものでした。その間，配置校と未配置校との

ギャップは大きな課題でありました。念願かなって

平成 10 年 4 月には，正職員と非常勤嘱託という違

いがありますが，市立の小中学校 86 校の全てに学校

司書が配置されることになりました。 

位が話題になっていますが，ＰＩＳＡ型学力（学習

到達度調査）の向上が課題であるといわれています。

これは読解力が求められる問題に対し，現行の学習

プログラムにおいて十分とはいえないところをどう

改善していくかという課題でもあります。 

読解力を身に付けるということは単純な知識を一

つ覚えるのと違い，なかなか簡単にはいかないもの

だと思います。しかし知識や経験を組み合わせて課

題を解決するためには，読解力が基礎的な能力とし

て重要になるはずです。そしてその力は何事にも応

用できるものだとも言えます。私たちは読書活動を

推進していく中で，子どもたちの読解力が少しでも

向上することを期待しております。 


