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5 月１６日（土）の午前 9 時~12 時，小学校４年生

～６年生の６人が西川図書館の仕事を体験しまし

た。 
 はじめに松原館長から「一日子ども図書館員」の

任命を受け，次に図書館の仕事についての説明を聞

き，仕事にはいりました。 
・ カウンターでの本の貸出や返却。 
・ 返ってきた本を書架へ返す。 
・ パソコンを使って本を探す。 
・ 汚れたり切れたりしたページの 

ある本の修理の様子を見学。 
みなさん，しっかりと図書館の 
仕事をすることができました。 

上映内容 
「３丁目物語 春」 

「がんばれスイミー」 

「楽しいムーミン一家」 

西川図書館 

 

５月９日(土)の午前 10 時から，西川

多目的ホールで「子ども映写会」が行

われました。１２２人の方がご来場く

ださいました。 
上映された「がんばれスイミー」と

「楽しいムーミン一家」はＤＶＤや本

が図書館にありますので，機会を逃さ

れた方は，ぜひこちらをご利用くださ

い。 

たくさんのご来場，ありがとうございました！ 

こどもの読書週間の行事をご報告します！ 



 

 

 

 

 

 

５月９日（土）午後 2 時～4 時，西川学習館講

堂で，講座「かみしばいで語ろう」を開催しまし

た。新潟かみしばいクラブ代表の石倉恵子さんを

講師に迎え，紙芝居の歴史や，やり方などを紹介

してもらいました。石倉さんによる紙芝居の実演

やＤＶＤ映写などを通じて，３４人の参加者は，

絵本などとは違った紙芝居の魅力を楽しく学ぶ

ことができたようです。 

１

としょかん博士

じゃ！ 

ワシが, 

 

とっても便利！予約サービス の巻 

ウッホン！はじめまして。図書館のことならなんでもござれ，としょかん博士じゃ。 

これから毎月みなさんに図書館のいろいろなサービスについてご紹介していきますぞ。 

第１回は，とっても便利な予約サービスについてご紹介しますぞ。 

さて，みなさんは図書館の予約サービスは利用したことがあるじゃろうか。 

読みたい本などが借りられていて無かった時などに，予約しておくと，後日，その資料が用意できたとき， 

図書館から電話やメールなどで連絡がくるサービスじゃよ。本，雑誌，紙芝居は１０件まで，視聴覚資料 

は２件まで予約できるんじゃ。 

※ 地区図書室でも予約サービスをご利用いただけます。 

 

こんな資料が予約できるぞ！ 

・市内の他の図書館にある本，雑誌，紙芝居 

・まだ貸出の始まっていない雑誌の最新号 など 

・ほんぽーと中央図書館や生涯学習センター図書館の 

視聴覚資料の予約ができるのは西川図書館のみ 

 

予約方法は，こうじゃ！ 

・予約カードに書名などを書いて職員に渡す。 

・図書館のホームページから資料を検索して予約する。※窓口でパスワードの発行が必要※ 

・図書館に電話をして職員に書名などを伝えて予約を依頼する。 

ホームページからの予約は翌朝の受付になる。窓口や電話で予約するよりも遅くなるので，要注意じゃ。 

お急ぎの時は，電話での予約をおすすめしますぞ。詳しくは図書館の職員にきいてみてくだされ。 

ではまた次回会いましょうぞ！ (次回のテーマは‘レファレンス’の予定じゃ！) 

・図書館に所蔵しているが，貸出中の本，雑誌，紙芝居，視聴覚資料，複製絵画（※西川のみ）  

 

潟東図書館の臨時休館について 
蔵書点検期間 ６月２５日(木)～７月２日(木) 

 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岩室図書館をご利用ください。



 

 

 

 

   

 

 

館名・会場 日  時 行  事 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週火曜日 えほんのじかん 0 歳～2歳児と保護者向けの読み聞かせ

午前 11:00～11:30 

毎週日 ループ「ゆめのたね」に曜日 ボランティアグ

午後 2:00～2:30 よる読み聞かせ（3歳以上向け） 

西川図書館 

（お

:30 

はなしコーナー） 

6/13（ 土）

ボランティアによる 

えほんよ の会 ボランティアグ つぼっくりの土）・6/27（

午後 2:00～2

みかたり ループ「ま

会」による読み聞かせ（3歳以上向け）

岩室図書館 

や） 

）

11:30 

おはなしのじかん 0 歳～大人対象の読み聞かせ 

（おはなしのへ

6/13（土）・6/27（土

午前 11:00～

展示期間：6/13（土） す。

～7/12（日） 

七夕飾り カウンターに短冊を用意してありま

あなたの願い事を書いてみませんか？ 
岩室図書館 

金） 児童感想画展 展示期間：4/24（

～6/30（火） 

子どもたちが描いてくれた絵を展示し

ています。 

岩室図書館 6/6（土）～6/19（金）

潟東図書館 
ル 

保存期限が切れた雑誌のリサイクル 

5/28（木）～6/10（水）
雑誌リサイク

開館時間中実施 

潟東図書館 

（藤田ファーム）  

絵本のおはなし会と小

観察会

6/7（日） 

午前11時～午後2時 さな馬ポニーの

先着30人（満員のため申し込みは終了しま

した。）参加費450円 ※豚汁の振る舞いあり。

 おすすめの一冊 

「トゥース・フェアリー」 

ピーター・コリン 

トン／作 

（ＢＬ出版） 

 

 

歯が生え変わるとき，抜けた歯を

うします っすぐ

生えるように，上の歯が抜けたら縁

の下に，下の歯が抜けたら屋根の上

に投げる･･･。やった経験はありませ

んか？ 

イギリスでは抜けた歯を枕の下に

隠します。眠っている間に妖精がや

ってきて，お金と交換してくれるの

だそうです。いったい妖精は，その

歯をどうするというのでしょう。 

字のない絵本ですが，とても細か

く丁寧に描かれているので，妖精が

何をしているのかよくわかります。 

（西川図書館 本間） 

「天平冥所
てんぴょうめいしょ

図会
ず え

」  

山之口 洋／著 

 
 

 

あおによし平

爽快でポップな歴史ファンタジー。

天平時代，大仏鋳造現場で起こった

殺人事件から物語が始まります。怨

霊が出るくらいで驚いてはいけませ

ん。幽界顕界飛び越えて主人公が活

躍する愉快なストーリー。光明皇后

の後宮に仕える女儒
にょじゅ

広
ひろ

虫
むし

と小役人

葛 木 連
かつらぎのむらじ

戸主
へぬし

夫婦が政治抗争に巻

き込まれながらも権力悪に立ち向か

います。道鏡や吉備真備など有名人

が次々登場するのも楽しいのです

が，「国家珍宝帳」作成の様子はさも

ありなんと感動でした。  

（西川図書館 小林） 

ど か？新しい歯がま
城

ならの

京
みやこ

を舞台にした

「リバウンド」 

Ｅ・ウォルターズ 

/作，小梨直/訳 

（福音館書店） 

 
 
 

リック・スクール８年生。今年こそ

学校のバスケットボール部の入部テ

ストに合格したいと思っている。そ

れには，去年のようにワルのレッテ

ルを貼られていては無理だった。新

たな気持ちで迎えた新学期の朝だっ

たのに，さっそくトラブルを起こし

てしまった相手が車椅子の転校生デ

ーヴィッドだった。この２人の少年

が，互いの友情によって，それぞれ

自分の生きる目標を取り戻していく

姿がいきいきと描かれている。 

（西川図書館 加藤） 

（文藝春秋） 

 ショーンはカナダのシニア・パブ

 

各図書館の行事 

巻図書館(仮称)について語る会 

日時：平成２１年６月２１日(日) 午後 1 時３０分～午後３時 

会場：巻ふれあい福祉センター３階３０１～３０３ 

申込：西川図書館へ【締め切り ６月２０日(土)】 

   ※建物内部の見学あり 



 

平成 21 年 6 月 

セ学校図書館支援 ンター通信 Ｎｏ.１２ 

児童図書のリサイクル＆ 

保存期限をすぎた雑誌のリサイクルと 

学校図書館情報交換会 
 

公的な

西蒲区では，５月１９日（火）から５月２１日（木）に西川多目的ホールを会場に，児童書は

た雑誌は学校と図書館の登録団体にリサイクルしました。 
リサイクルとともに，来場した学校図書館と情報交換会を開催しました。西蒲区以外の学校も

，リサイクルで，学校に持ち帰った本の

活用の仕方についていろいろなアイディアが披露され，「そ

。 

一般向けの旅行雑誌や旅行ガイドが役に立つ。 
 料理や手芸関係の本をもらってとてもよかった。 

◆ 自分の学校は蔵書数が少ないの

◆ 推理ゲームの本など，学校で

あるとよいと思って来た。 
◆ 学校にある全集もので，欠け いたら，運よく前回のリサイクルに

と

 

 

 

 

 

新潟市の市立図書館では，保存期限の過ぎた雑誌や不用になった児童書を，学校などの

団体にリサイクルし活用してもらう場合があります。 

学校と新潟市の施設に，保存期限のすぎ

含め１５校の学校司書の参加がありました。 

 
短時間でしたが

ういう使い方もあるのね！」と好評でした。会で出た意見

の一部を紹介します

◆ 自校に図鑑が少ないので，図鑑をたくさんもらってよかった。 
◆ 雑誌を１誌も購入していないので，生徒の好きなスポーツや碁の雑誌をもらいに来た。 
◆ 学級文庫の本が傷んできているので，学級文庫に入れようと思っている。 
◆ 修学旅行の資料はいくらあってもよい。

◆

で，とにかく助かる。 
すぐに傷んでしまうので，リサイクルにゲームや娯楽の本が

ている巻があって困って

全巻揃って出ていたので補充することができた。 
◆ こういう場があると，ふだんはあまり意見交換をする機会のない学校の活動も聞くことが

できていいと思う。 
リサイクルは，市内の他の市立図書館でも年１回実施しているので，そちらも活用してほしい

思います。 
 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 
 

 子どもの本勉強サロン <第２回> のお知らせ 
子どもを対象とした絵本の読みがたりなどの活動を行っている人たちのための交流の場です。

日時：６月６日(土) 午後２時～午後４時  会場：西川学習館 ２階研修室Ａ 


