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６月２１日（日）に「巻図書館（仮称）につい

て語る会」が中央図書館と西川図書館主催，巻図

書館を応援する会の共催で，巻ふれあい福祉セン

ターにて開催されました。 

 参加者は，応援する会のメンバーや新潟市議会

議員を含む 22 名でした。 

はじめに中央図書館から図書館建設計画につ

いての説明をし，次に応援する会代表大西しげ子

さんから新しい図書館への提案があり，質疑応答

と続きました。 

 

最後に，希望者 15 名と関係者で図書館予定地

である東北電力旧巻営業所の建物内部の見学を

しました。  
↑巻図書館建設予定地 

  

 ６月７日（日），潟東図書館とボランティアグ

ループ「ひまわり」の共催で，西蒲区横戸にある

藤田ファームで開催されました。夏の日差しの

中，３１人の参加がありました。 
 午前にポニーの乗馬体験をしました。ポニーの

ミルキーとココは子どもたちからも「かわい

い！」と大人気でした。午後からはボランティア

による絵本の読み聞かせや紙芝居，エプロンシア

ターの「三びきのやぎのがらがらどん」などで楽

しみました。お昼にはボランティアの人たちが作

った豚汁をおいしくいただきました。 
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小学生向けのブックリストを作りました。１・２

年生向き，３・４年生向き，５・６年生向きの 3 種

類です。夏休み前に西蒲区の小学校では各学年に応

じたブックリストが１人１人に配られる予定です。 

 

たくさんの本があるなかから子どもたちが読み

やすいと思われる本を選びました。これらの本を手

がかりにして，子どもたちに本の持ついろいろな世

界を味わってもらいたいと願っています。 

＊印のあるものは，申し込み多数の場合は抽選で西蒲区優先となります。 

館名・会場 日  時 行  事 内  容 

7/25（土） 

午前 10:30～11:00 

午後 2:00～2:30 

絵本よみかたり 図書館職員（午前）とボランティア（午

後）による絵本の読み聞かせ 

3 歳以上向け 

7/25（土） 午前 9

時集合（正午まで） 

チャレンジ！図書

館員＊ 

カウンターの仕事を 30 分ずつ体験する。

小学生 8人，7/19 までに西川図書館へ 
西川図書館 

7/25（土） 

午前10:30～11:15 

（7/18 か 19 事前練習）

西
川
っ
子
元
気
！
ま
つ
り 

チャレンジ！かみ

しばい屋さん＊ 

かみしばいを読む。 

小学生 4人，7/15 までに西川図書館へ 

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 

毎週日曜日 

午後 2:00～2:30 

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） 

西川図書館 

（おはなしコーナー） 

7/11（土） 

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「まつぼっくりの

会」による読み聞かせ（3歳以上向け） 

潟東図書館 

（魚沼市須原） 

8/9（日）午前 8:45～

午後 4:30 

第８回「夏休み絵本村」

へ行こう！ 

貸切バスで絵本村見学にいこう。定員 35 名，

保険料 150 円， 7/12 より申込み受付開始 

岩室図書館 

（おはなしのへや） 

7/11（土）・7/25（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 

7/18（土）～9/1(火) ひまわりをさかそう 児童コーナーの壁面にひまわりの花を

さかせます。みんなで作ろう。 

岩室図書館 7/30（木）・31（金）・ 

8/4（火）・6（木）全 4

日 

えほんをつくろう 

＊ 

世界でたった１冊のあなただけの本を作ってみませ

んか。小学 3年～6 年生，定員 10 名，7/12 締切 

西川図書館 8/8（土）午前 9時～正午 小学4年～6年生，定員6名，7/26申込み締切 

岩室図書館 7/26（日）午前 9 時～正

午 

一日子ども図書館 

＊ 
小学4年～6年生，定員3名，7/19申込み締切 

西川図書館 

 

8/9（日）午前10:30～

11:15（7/30 事前練習）

かみしばい大会  

＊ 

かみしばいを読んでみよう。小学3年～6

年生，定員4人，7/26申込み締切 

各図書館の行事 夏スペシャル！！ 

 



 

  おすすめの一冊 
 

「地団駄は島根で踏め」 「天山の巫女ソニン １ 
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ウェドナー・ 

ゾイフェルド/作 

 長野宇規/訳 

（福音館書店） 

壁，つみき，人形，牛乳やジュー

ス，木の葉っぱを吹き飛ばす風，小

川を流れる水，私達の周りにはたく

さんの「物質」があります。 

この絵本では，コップに入った牛

乳やこぼれた牛乳，芳香剤の匂いの

伝わり方，ゆきだるまなど，子ども

達の日常生活で身近に観察できる例

を取り上げ，「固体」「液体」「気体」

とはどういう物かをわかりやすく説

明しています。 
（岩室図書館 和田） 

 （光文社新書） 菅野 雪虫/著 

 （講談社） 

   
  毎日の生活の中で何気なく使って

いる言葉。その語源が「人」や「モ

ノ」や「事件」「場所や地域」をさし

ているものがあります。では，実際

にそれはどこかと世界遺産ならぬ語

源遺産を求め，著者が日本中を回り

ました。 

 
生まれてすぐに巫女見習いとして

天山に連れていかれたソニンは，12
年後，見込み違いであると里に帰さ

れます。優しい家族のもとで新しい

生活を始めたソニンは，落ちこぼれ

と言われても気にせず，友達もでき

て，少しずつ里での暮らしにとけこ

んでいきます。そんなある日，沙維

国の王子・イウォルに出会ったこと

で，ソニンの運命はまた大きく変わ

っていきます。特別な力を持ってい

なくても，選ばれた子どもじゃなく

ても，ここで生きていくんだという

ソニンのけなげさ，強さに元気づけ

られる優しい物語です。 

タイトルにもある「地団駄を踏む」

は，島根県奥出雲地方がその語源。

たたら製鉄で使っていた 鞴
ふいご

を

地踏鞴
じ た た ら

と言った。これが変化し地団

駄になったと言われている。他に，

新潟県にも著者が認定した語源遺産

があります。さてその言葉と誕生地

はどこか。あなたも語源遺産の旅に

出てみませんか。  （岩室図書館 立海）

（岩室図書館 川崎） 

２
 

レファレンス・サービスってなあに？の巻 としょかん博士 

 ウッホン！またお会いしましたな。としょかん博士じゃ。今日は｢レファレンス・サービス｣について紹介しますぞ。 

さて，みなさんは「レファレンス・サービス」という言葉はご存知じゃろうか。日本語に直すと，「参考業務」。なんと

も堅い言葉じゃのぉ。ワシ流に言わせてもらえば，「図書館職員が図書館の資料などを使って，疑問・質問にお答

えしますぞ」というサービスじゃ。 

例えばじゃな， 

「家の間取りの本はありますか？」 

「作者の名前が出てこないが，男性が主役で，最近ドラマ化された本をさがしています」 

などの本に関する質問はもちろん，  
 

 ？  

「南極と北極ではどちらが寒いのですか？」 

 

？ 

「ハトが屋敷に入って困っている。防ぎ方を知りたい」 

などなど，その場ですぐに回答できない，資料がないというような場合でも，お調べして，後日お答えしております

ぞ。 

ただし，学校の宿題の答えそのものは教えられんぞ（それを調べるための資料は提供しますぞ）。勉強にならん

からな。法律相談や医療相談などはそれぞれの専門機関へご相談くだされ。図書館では資料をご紹介することは

できるが，専門的な相談はその道の専門家にするのが一番じゃからな。また，どこに相談していいかわからない場

合は図書館で問い合わせ先を探すお手伝いをしますぞ。 

上記以外のことなら，気軽にいろいろ職員にお尋ねになることを，ワシはおすすめしますぞ。 

ではまた次回じゃ！（次回のテーマは，‘図書館の資料を汚した＆失くした場合の対処’の予定じゃぞ。）  



 

平成 21 年７月 

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.１３ 

     

 

各学校で取り組んでいる読書活動の様子や，資料を使った調べ学習活動の工夫を聞いてきま

し

深まり，より先生方と子どもたちへのサービス向上につなげていきたいと

考えているところです。

    

 
 

５月２５日から６月２５日までの期間，西蒲区２１校への学校訪問を行ないました。 

今年度は学校司書のほか，校長先生と図書館主任の先生から学校図書館の運営方針等について伺い

ました。

た。 

支援センターでは学校図書館への支援を通して，読書活動や授業への支援も積極的にしていきます。

学校と公共図書館の連携が

 

 

潟東西小学校では研究授業を参観させていただきまし

た。４年生の国語にあまんきみこの「白いぼうし」，「本は友

達」という単元があります。今回の授業は，教科書に載って

いる「白いぼうし」を学習したあと，この作品の出典である「車

のいろは空のいろ」シリーズ全体に広げていくのが学習のね

らいでした。 
４月に，「全３巻のこのシリーズを１クラス分（各２３冊ずつ）

西川図書館で用意してもらえないか」という相談を受け，検

討した結果，新たに２５冊ずつ購入することにしました。 
これからも，学校の要望に即した学習支援を広げていき

たいと考えています。

升潟小学校では，校舎の改修工事に伴い，図書館が２

階から１階に移動することになったそうです。宮沢司書によ

ると図書館の本はボランティアの人たちに手伝ってもらい

ダンボールに詰めて体育館に運び込み保管しておくとのこ

と。１０月から新しい場所で図書館の貸し出しが始まる計画

だそうです。 

田中和之校長先生は，升潟小学校の自慢の一つは，子

どもたちが本をよく読むこと，図書館をよく利用することだと

おしゃっていました。昨年度の調査では，年間一人平均貸

出冊数が１４１冊で，市内小学校１１４校のうち第３位だった

そうです。嬉しい結果ですね。 

連続講座『学校司書の読み聞かせ入門講座』

講義；６月２２日・７月１日・７月６日   

実習；７月１３日・７月１５日 

 

潟東西小学校 

升 潟 小 学 校

開催中 

西蒲区学校司書研修会  

日時；8 月 24 日（月）9:30～16:00 

会場；西川多目的ホール 

予告！ 


