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図書館 夏休み行事ご報告 

西川っ子元気！まつり 
７月２５日（土）に「西川っ子元気！

まつり」が開催されました。図書館へ

の入館者数は 970 人，全体の来場者

数は 1,800 人と大盛況でした。図書館

では，「チャレンジ！かみしばい屋さ

ん」「チャレンジ！図書館員」「絵本よ

みかたり」を行いました。 

 

一日子ども図書館員 

かみしばい大会 
 

５人の小学生が図書館の仕事を体験

しました。カウンターでの本の貸出や

返却，パソコンを使っての本探し，本

の修理の見学などをしました。 

「チャレンジ！図書館員」 カウンター

の仕事６人の小学生がチャレンジ！ 

「チャレンジ！かみしばい屋さん」 
「絵本よみかたり」 

２人の小学生が大勢の人の前で紙芝

居を読んでくれました。 
水と土に関する絵本の読み聞かせと

パネルシアターをしました。 

８月８日（土） 

２人の小学生が紙芝居を読んでくれま

した。 
８月９日（日） 

「緊張したけど楽しかったです。」 

夏休み一日子ども図書館員 

 

７月３０日・３１日・８月４日・６日の４日間かけて９人

の小学生が１冊の本を作りました。この作品の公開

は秋に予定しています。 

７月２６日に開催した一日子ども図書館員。３人の小学生

が，開館前の準備作業をし，カウンターで本の貸出・返却も

しました。本が書架に並ぶまでの作業も見学し，あっという

間の３時間でした。 

えほんをつくろう 



 
第８回「夏休み絵本村」へ行こう！

 
８月９日（日）に「第８回夏休み絵本村へ行こう！」が開催さ 

期  日 時  間 会  場 
10 月 17 日・31 日 
11 月 21 日・28 日  全 6 回（土曜日）
12 月 5 日・19 日  

午後２時～４時 西川学習館 研修室Ａ 

講師：平井 葉子さん（ＪＰＩＣ読書アドバイザー） 
内容：読み聞かせに役立つ絵本の選び方や読み方など 
対象：西蒲区内の図書館や学校等でボランティア活動が可能な方で，全講座参加できる方。 
募集：20 名【申込締切 9 月 30 日（水）】参加無料  申込み・問合せ：新潟市立西川図書館へ 

西川図書館 

 ウッホン！としょかん博士じゃ。今回は，パスワードについてお教えしますぞ。 

図書館でのパスワードは，主にインターネットのサービスを利用する時に役に立つものなんじゃ。 

図書館のＨＰから下記のような便利なサービスが利用できますぞ！ 

（潟東，岩室などのオンライン館では館内ＯＰＡＣからも同様のサービスが利用できますぞ。） 
 

■利用者本人の貸出・予約状況の確認 

■予約の申込み・取消し  

■メールアドレスの登録・変更 

■パスワードの変更 

※利用方法の詳細は，各図書館で配布している「パスワード発行についてのご案内」（潟東・岩室）， 

「インターネット・メールサービスについてのご案内」（西川）をご覧ください。 
 

パスワードが欲しい場合はまずどうするの？ 

    パスワードは図書館の窓口で発行いたしますぞ！というよりも，窓口でしか発行できないんじ

ゃ。大切な個人情報なのでな。潟東，岩室などのオンライン館では，「パスワード発行申請書」と住所を

確認できるもの（免許証，保険証など）を持って窓口へ。仮パスワードを発行してお渡ししますぞ。西川

図書館では，「メールアドレス登録用紙」にお好きな４桁の数字を記入し，窓口へお持ちくだされ。それ

がそのままパスワードになりますぞ。 

パスワードを忘れちゃったわ。どうしよう？ 

図書館の窓口で再発行いたしますぞ。最初にパスワードを取得するのと同様の手続きが必要なん

じゃ。電話などではお応えできませんので，お手数でもよろしくお願いしますぞ。 
 
ではまた次回じゃ！（次回のテーマは，“本についているシールの謎”の予定じゃ。お楽しみに。）

 

？ 

 

？ 

れました。魚沼市須原の「絵本村」では，参加した子ども達が約 
千冊の絵本を時間がたつのも忘れて読んでいました。 
その後に訪れた「絵本の家ゆきぼうし」では，残念ながら雷雨のた 

め隣接する「フーのきの森」の見学は出来ませんでしたが，ここにある６千冊

の絵本や読み物を，子どもだけでなく保護者の方も童心に帰って夢中になって

読んでいました。

 

パスワードでインターネット・サービスが便利！の巻 

潟東，岩室などのオンライン館では，後に予約の無い資料

であれば，貸出期間の延長ができますぞ。 

登録されると，予約のご連絡などがメールで届きますぞ。 



 

おすすめの一冊 

べもの」 

典子／文・画 

化社） 

「くさやとバンデランス」「わ

人生のサッポロ一番みそラー

「カレー進化論」など，タ

ら魅力的な 21 話の食べ

セイです。 

その中の1話「水羊羹のエロス」

水羊羹が，川端康成の小説

に出てくる芸者・駒子の

と評しています。なまめ

羊羹とは，いったいどん

か。 

もう堪らなく食べてみたい！

から，わかるわかるとう

話まで，作者の思い出と

存分に味わって欲しい 1 冊

 （西川図書館 志田） 

 

 
「プロフェッショナル仕事の流

儀」 1～15 巻  

茂木健一郎＆ＮＨＫ「プ 

ロフェッショナル」制作 
班／編 
（日本放送出版協会） 
 

将来どんな仕事に就こうかと

考え始めた中・高校生やそのご家

族の皆さん，目標とする職業に向

かって頑張っている皆さん，既に

働いているけれど何かの壁にぶ

つかっている皆さん，そんな皆さ

んはこの本を読んでみませんか。

様々な職種の第一線で働いて

いる方が，そこにたどり着くまで

にどのような苦労をし，現在をど

のように見つめ，今後どう進んで

いこうとしているのか。 

 今の皆さんへ何かしらのヒン

トを与えてくれることでしょう。

      （西川図書館 柵）

てのひらむかしばなし 

「だんだんのみ」 

長谷川摂子／文 

福知伸夫／絵 

（岩波書店） 
 

昔あるところに，仲のいい父
とと

さ

と母
かか

さがおった。ある日父さは急

に腹が痛くなった。父さは困って

母さに聞くと，お寺の和尚さんに

聞いてみなせ。和尚さんに話す

と，腹の中にむしがいるせいだ。

かえるをのみなさいと言われた。

そのとおりにすると腹の痛いの

は直ったが，腹の中が気持ちわる

い。また和尚さんに聞くと，今度

はへびをのむことに。そうして，

父さは次から次にいろんなもの

をのむはめになった。 

新潟の水原地方のくすっと笑

える昔話です。 

（西川図書館 松原）
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各図書館の行事 

館名・会場 日  時 行  事 内  容 

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） 

9/12（土）・9/26（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）

 岩室図書館 
おはなしのへや） 

9/12（土）・9/26（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 

 （

 

 

 

 

 

西蒲区図書館塾 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 各回の内容 会 場 

9 月 27 日（日） 

午後 2:00～4:00 

第１回 生きるべきか死ぬべきか 

    －ハムレットを読む－ 

西川学習館２階  

研修室Ａ 

10 月 18 日（日） 

午後 2:00～4:00 
第２回 シェイクスピアの名せりふ

西川学習館２階 

研修室Ｃ 

11 月 15 日（日） 

午後 2:00～4:00 
第３回 シェイクスピア劇を観る 

西川学習館２階 

研修室Ｃ 

 

楽しく，シェイクスピア 
だれもが知っているシェイクスピアだけど，もうちょっと物知りになれる講座

です。みなさん，お気軽にどうぞ。お待ちしております。 
講師；高木 章 氏（西川図書館よみかたりの会「ゆめのたね」代表） 

主催・申込先；新潟市立西川図書館  

申込締切 
9 月 20 日（日）

参加無料 



 平成２１年９月 

学校図書館支援センター通信ＮＯ．１５ 

   
新潟市のほとんどの小・中学校では，夏休みでも学校図書館の開館日 

を設けています。なかでも西蒲区の小学校は，昨年から保護者や地域の 
方にも積極的に来校を呼びかけています。 
今年は，学校図書館支援センターも協力して２つの小学校図書館で 

「こわいおはなし いーっぱい！」と題したお話会を実施しました。 
７月３０日に伺った中之口東小学校では， 〈中之口東小学校〉

低学年から高学年，保護者や読み聞かせボ 《プログラム》

ランティア，学校職員など６０人程の参加 
がありました。読み終わると「こわくな～           

い」という声もあがりますが，聞いている最中

はどのお話も息を詰めて聞き入っていました。      
曽根小学校には８月２７日に伺いました。校

区の和光幼稚園や曽根ひまわりクラブの子どもたちも来てくれて，全部で

１００人以上の参加がありました。 

〈曽根小学校〉 

２校ともお話会のあとボランティアの方と懇談することができ，全学年

に行っている読み聞かせの様子を伺ったり，日頃の疑問にも応じたりしま

した。 
“夏休みの図書館”というくつろげる環境で，地域の方や年齢の異なる

子ども同士の交流が自然に広がると良いですね。 
                                       

西蒲区の学校図書館司書研修会を開きました       
 
８月２４日，西川多目的ホールを会場に研修会を開催しました。今回は，西蒲区の学校司書の皆さんか

ら要望の出ていた「著作権について」と「本の製本修理」を取り上げました。学校図書館における著作権

の考え方や具体的な疑問への回答では，「迷っていたことが分かった」という感想がある一方，もっと時間

をかけて勉強してみたいという要望も出ました。また，本の修理の実習では，小型アイロンとノリを使っ

て切れたページを修復する方法に，司書のみなさんからは「へぇーすごい」という声が上がり，学校です

ぐ役立つ修理方法をご紹介できて良かったと思いました。 
 実践発表では，中之口西小学校，鎧郷小学校，潟東東小学校，西川中学校の学校司書４名の方から図書

館運営に関する発表をしてもらいました。子どもと本を繋ぐための地区合同でのブックリスト作りや，授

業を支える資料提供を目指しての取組みの工夫，年間を見通した図書館活動の推進など素晴らしい実践報   

告でした。学校として図書館運営が考えられていることが重要である

と改めて感じました。 
最後は，２グループに分かれて各校の図書館活動や現状の情報交換

会を行ないました。これもこれからの活動の参考になると好評でした。 

                    
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 

 
 

 
 

〈製本の実習〉 


