
 

皆で楽しく笑ったり，

時にはハラハラドキ

ドキしながら絵本を

みています！ 

小学校では，あるテ

ーマに沿った本を何

冊か紹介することも

あります！ 

ブックトーク 

読書の秋は行事もたくさん♪ 

お待ちしております！ 

 

図書館はみなさんの書斎です。
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 第２８号 

に し か ん 

 

岩室図書館の臨時休館について 

蔵書点検期間 11 月 25 日（水）～12 月 2 日（水） 
蔵書点検を上記の日程で行います。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，休館中は西川図書館及び潟東図書館などをご利用ください。 

これからも学校や保育園・

幼稚園へ行きます。 

お楽しみに！ 

 

西蒲区の 

10 月までに行ったところ 

・ 松野尾保育園 

・ 七浦保育園 

・ 鎧郷保育園 

・ すわ保育園 

・ かたひがし保育園 

・ 曽根保育園 

・ 和納小学校 

・ 松野尾小学校 

・ 中之口東小学校 

・ 潟東西小学校 

・ 巻西中学校 

・ 巻子育て支援センター

手あそびを入れなが

ら，絵本を読んだり，

お話を語ったりして

います！ 

絵本の読み聞かせ



 現在第４期となります 

 

 

『絵本の読み聞かせボランティア養成講座』（６回コ

ース）を講師に平井葉子さん（JPIC 読書アドバイザ

ー）をむかえて開催しています。この講座の修了生の皆さんにもいずれ登場していただくことになります。 

ゆめのたね 

ボランティアグループ「ゆめのたね」の皆さんは現在 

１４名。 

平成１９年から西川図書館で毎週日曜日午後２時 

から読み聞かせをしてくださっています。 

図書館での読み聞かせ講座受講後も，読み聞か 

せ後の反省会を毎回したり，グループで月１回の勉 

強会をしたりと，日々積極的に研鑽をつまれています。 

昨年と今年は，新潟県立巻総合高校へ児童文化 

の授業の出前講座に行ったり，今年から西蒲区のひ 

まわりクラブや保育園などで絵本や紙芝居の読み聞 

かせをしたりと，図書館以外の地域でも活躍中です。 

西川図書館では 

えほんよみかたりの会のグループをご紹介します♪ 

 

まつぼっくりの会 

ボランティアグループ「まつぼっくりの会」

の皆さんは現在１２名。今年度から西川図書

館で第２・第４土曜日午後２時から読み聞か

せをしてくださっています。 

活動を始めて間もないグループですが，読

み聞かせの後の反省会など，積極的に日々

研鑽をつまれています。 

講師の高木章さんは

シェイクスピアに魅せ

られて，退職後イギリス

へ短期留学までしたと

いう元県立高校の英語

の先生です。本場イギリ

スで数々のシェイクス

ピア劇の舞台を見てき

た経験を活かし，とても

楽しい講座をしていた

だいています。 

第 3回（最終回）のみ

でもご参加いただけま

す！お気軽にどうぞ♪ 

第３回  

シェイクスピア劇 

を観る 

日時；11 月 15 日(日) 

   午後 2時～4時 

場所；西川学習館 

 研修室Ｃ 

申込；西川図書館へ 

  ※参加無料 

第 1回（9/27），第 2回（10/18）どちらも好

評だった「楽しく，シェイクスピア」。「ゆめ

のたね」の代表の高木章さんにはこちらでも

活躍いただいています！ 

西蒲区図書館塾 楽しく, 

シェイクスピア 

講師の児玉イツ子さんは新潟中央短期大学で非常勤講

師をされています。絵本の楽しさや読み聞かせの大切さを

お話いただきます。お気軽にどうぞご参加ください！保育

もあります。 

日時；11 月 18 日（水）午前 10 時～12 時 

場所；西川学習館 研修室Ａ 

申込；西川図書館へ ※参加無料 【締切り 11月 11日（水）】

子どもと読書 

―おやこで楽しむ 絵本と読み聞かせ― 
西蒲区図書館塾 

「まつぼっくりの会」の代表の児玉

イツ子さんにはこちらでも活躍いた

だいています！ 



子どもの本勉強サロン（ボランティアさんの自主勉強会） 

西蒲区の図書館や地域で読み聞かせなどの活動

をしているボランティアさんたちが集まって勉強をして

います。今年４月にできました。隔月の偶数月に開い

ています。お互いの情報交換や，疑問に思うことを聞

いたり，読み聞かせの実演やフリートークしたりと，

内容は様々ですがとても気楽な会となっています。お

茶を飲みながら，人のお話を聞くだけの参加もできま

す。また自分の読み聞かせやブックトークを見てもら

いアドバイスをしてもらうのもありです。みんな子ども

の本が好きなので，新しい子どもの本を紹介しあって

は楽しんでいます。 

また，オーソドックスな子ども対象の読み聞かせ以

外にも，高齢者施設で読み聞かせをしている人や，

大人向けにジャズと読み聞かせの企画をする人のお

話もおもしろかったです。西蒲区以外から来てくれる

人もいて，いろんな人の活動を垣間見ることもできま

すので，あなたもちょっと覗いてみませんか。お待ち

しております。 

おはなしのへや 

      「このまえ来たときに，ポストにおてがみを入れたんだよ。 

貼ってあるか見に来たよ！」 

お母さんからも「貼られるのが楽しみで」とお声をいただきました。 

 

平成２０年から佐々木さんがボランティアで，おはな 

しのへやの掲示板を素敵に飾ってくださっています。 

今年は２年目となり，すっかり定着し，子どもたちか 

らの,絵本や本の主人公へ宛てた手紙や絵で，いつもに 

ぎわっています。 

１枚１枚に佐々木さんからのお返事が書いてあったり， 

季節の飾りつけがされていたりとあたたかな空間になっています。 

大人の方もぜひのぞいてみてください♪ 

子どもたちの声 

  

新潟市内の図書館では，ボランティアの皆さんにさまざまな活動でご支援をいただいております。

図書館でボランティアをされたいという方は，図書館の職員にお声がけください。 

今後の予定 
■日時；2009 年 12 月 5 日（土） 
    午後 2 時～４時 
場所；西川学習館 2 階和室 

■日時；2010 年 2 月 6 日（土） 
    午後 2 時～4 時 
 場所；西川学習館 2 階研修室 A 
 
問合せ；西川図書館へ 

初めての方は西川図書館へお申込ください。 
★お茶・菓子代として１人１００円ご用意願います★ 

飾りが変わったら，前の作品をもらいに来てください。 

佐々木さんの手作りのしおりも，１つもらってくださいね！



 ウッホン！としょかん博士じゃ。前回，分類ラベルについて少し説明したんじゃが，それについて今回は

もう少し詳しくお話しますぞ。 

図書館の本には「分類ラベル」というシールがついている，というのは前回お話しましたな。 

 

 

 

 

 

詳しくはこんな感じじゃよ。 

例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういった具合に，それぞれの数字に，それぞれ決まった意味があるんじゃ。これが「日本十進分類法」じ

ゃ。もっと詳しく知りたい！という方は図書館の職員に聞いてみてくだされ。図書館内に掲示もされておる

ぞ。（プリントしたものも館内にあります。ご自由にお持ちください） 

ではまた次回じゃ！！（次回からはとしょかん博士の“としょかんクイズ”が始まりますぞ！お楽しみに！）

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 岩室図書館の庭で，春から夏にかけて育てていたあさが

おに種がたくさんできました。その種を収穫するため，１

０月１６日（金）に和納保育の園児２５名が先生と一緒に

来てくれました。 
そして，１０月２７日（火）にあさがおの種が図書館職

員から和納保育園の園児へプレゼントされました。 
来年は保育園でも咲くといいですね♪ 

あさがおの種 

 

日本十進分類法ってなあに？の巻 
としょかん博士

６

 

５ ９ ６ 分類番号 

図書記号 

 

０ 総記 

１ 哲学 

２ 歴史 

３ 社会科学 

４ 自然科学 

５ 技術．工学 

６ 産業 

７ 芸術．美術 

８ 言語 

９ 文学 

50 技術．工学 

51 建設工学．土木工学 

52 建築学 

53 機械工学．原子力工学 

54 電気工学．電子工学 

55 海洋工学．船舶工学．兵器

56 金属工学．鉱山工学 

57 化学工業 

58 製造工業 

59 家政学．生活科学 

590 家政学．生活科学 

591 家庭経済・経営 

592 家庭理工学 

593 衣服．裁縫 

594 手芸 

595 理容．美容 

596 食品．料理 

597 住居．家具調度 

598 家庭衛生 

599 育児 

第 1 次区分表 第２次区分表 第３次区分表 
大きく１０区分

に分けます。 

さらに１０区分に。その中をさらに

１０区分に。 

 

 
 

              そうそうこれじゃよ。この３桁の数字には 

ちゃんと意味があるんじゃ。例えば「596」 

は，「食品，料理」という意味があるぞ。 

図書館では，この数字を使うことで分野別に資料を分類し，書棚に並べる

ことができるんじゃ。いわば家の住所みたいなものじゃ。 

そういった数字を使った分類のきまりを「十進分類法」というんじゃ。新

潟市の図書館ではその中でも，日本で作られた「日本十進分類法」という方

法を使っておるぞ。（日本中の大多数の図書館で使っています。） 



 

行  事 日  時 会  場 内  容 

えほんのじかん 
毎週火曜日 

午前 11:00～11:30 
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） ボランティアによる 

えほんよみかたりの会 11/14（土）･11/28（土）

午後 2:00～2:30 

西川図書館 
（おはなしコーナ

ー） 
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） 

おはなしのじかん 
11/14（土） 

午前 11:00～11:30 
岩室図書館 
（おはなしのへや）

0歳～大人対象の読み聞かせ 

西蒲区ふるさと再発見！ 

西川方言と山岸徳平

氏のコトバ 

11/14（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館  

講堂 

講師：日野英子氏（元西川町文化財調査審議会委員）

歴史講座（旧西川町曽根出身の国文学者 山岸

徳平氏が残した文章中に見られる西川の方言を

含め，西川地域に残っている古い時代の言葉を

拾い上げての解説を聞く） 

申込；西川図書館へ【締切り 11/7（土）】 

西蒲区図書館塾 

名探偵ホームズの謎 

第 1回 12/20（日）

第 2回 1/17（日） 

第 3回 2/21（日） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室Ｃ 

講師：山崎幸雄氏（新潟大学人文学部准教授・日本シャ

ーロック・ホームズ・クラブ会員） 

第 1 回シャーロック・ホームズってだれ？ 

第 2回ホームズは何をしたか？ 

第 3回ホームズはどんな時代を生きたか？ 

申込；西川図書館へ【締切り 12/12（土）】 

西蒲区図書館塾 

-「わらべうた」「て

あそび」をしてみよ

う- 

12/19（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

講堂 

講師：新潟市立内野図書館司書 鷲尾基子 
読み聞かせのボランティアをしている方を対象にお

はなし会などで使える「わらべうた」や「てあそび」

を学びます。お気軽にどうぞ！ 

申込；西川図書館へ【締切り 12/10（木）】 

おすすめの一冊 

「だるまさんが」 

 

かがくいひろし／さく 

（ブロンズ新社） 
 
 
 
 本文の最初のページには

「だ・る・ま・さ・ん・が」の

言葉にあわせて６体の愛くるし

いだるまさんが登場します。こ

のだるまさんを見ながらページ

をめくると，だるまさんがころ

んだり，大きく膨らんだり怒っ

たりとめくる度に姿を変えま

す。 
 今年の９月２８日に亡くなら

れた，かがくいさんの作品です。

他にも「だるまさんの」「だるま

さんと」とシリーズになってい

ます。 
かわいいだるまさんを親子そ

ろって楽しんでください。 
（岩室図書館 川崎）

「虎と月」   

 

柳 広司／作 

（理論社） 

  
 
父は虎になった。「ぼく」は，

自分もいつかは虎になってしま

うのではないかと不安になりま

す。そこで，父が虎になった理

由を知るため，虎になった父に

会ったという袁參
えんさん

に会いに旅へ

出ます。初めて見る景色や人々

との出会いを通して「ぼく」の

世界は広がっていきます。 
中島敦の『山月記』をもとに

して書かれた一冊。『山月記』や，

『山月記』のもととなった『人

虎伝』も読み，本と本のつなが

りを感じてみませんか。 

（岩室図書館 白井）

「一生使える 

 お作法図鑑」 

 
久保村 正高／著 

（ＰＨＰ出版） 

 

 贈り物をして，その相手がお

返しをするのは，日本では当た

り前の文化ですが，海外ではあ

まり見られない習慣だそうで

す。バレンタインデーのお返し

をするホワイトデーも，日本独

自の行事です。 
この本では伝統的な慶事や弔

事をとり行う意味や，その時の

作法等についてもわかりやすく

説明されています。 
昔ながらの儀礼や作法は簡略

化されがちな昨今ですが，そこ

には先人の暮らしの知恵や合理

性が凝縮されています。 
（岩室図書館 和田） 

 



 

学校図書館支援センター通信ＮＯ．１７ 
 
  

 
 
 
 
先月号でもご紹介したように，市立図書館では，学校の授業で使うための本を団体貸出しています。 
西川図書館が受けたものだけでも，４月からこれまで約５０件１，８００冊の貸出がありました。 
今は，あらかじめ図書館に依頼し資料の用意ができると，学校司書や他の学校職員が受け取りに来館し

ています。本を返却する時も同様です。本の運搬については，以前から便利な方法にしてほしいという要

望がありました。このたび，学校職員の負担を軽減するため，運送会社による搬送を試行します。 
今回試行する地域は，西川図書館が西蒲区の小・中学校を，中央図書館が中央区と江南区になります。 
試行期間は，１１月４日（水）から１２月１７日（木）の約 6 週間で，貸出と返却の両方が対象になり

ます。 
地域限定で，短期間ではありますが，本格実施のために，試行する学校から使い勝手を聞いて利便性の

高い物流システムにしていきたいと考えております。 
 
 

                                    

    
 
 

 １０月６日（火）に，平成２１年度第２回西蒲区学校図書館支援センター運営協議会を開催しました。 

漆山小学校と中之口中学校の校長先生と図書館主任，西蒲区教育事務所指導主事と，教育総務課，中央

図書館，西川図書館担当者に，今回は，オブザーバーとして北区の学校図書館支援センターのスタッフが

集まりました。 

内容は，活動を開始した昨年 4 月からこれまでの活動を通しての総括や，今年度事業の中間報告及び年

度後半の事業計画の説明を行い，意見交換をしました。 

運営協議会も通算して４回目になりましたが，回を追う毎に具体的で率直な意見が出されるようになり

ました。支援センターで主催した読み聞かせ，ブックトーク，著作権法，本の修理などの研修や，夏休み

の学校図書館地域開放への支援等，支援センターの活動が学校図書館のニーズに添っているのかどうかを

確認する大切な場になっています。また，校長先生や図書館主任の発言の中には，図書館資料をもっと利

用しやすくするための学校向けのサービスのヒントもたくさんあり，支援センターとしてたいへん参考に

なります。次回は２月開催を予定しています。 

 １０月２７日（火）の午後から，今年度第１回目の学校図書館支援センター運営検討委員会が開催され

ました。学校の代表者（小中学校長・同司書教諭・同学校司書），関係各課（教育総務課・学校支援課），

学校図書館支援センター及び中央図書館の関係者が一堂に集まり，昨年度からの試行について報告や意見

交換を行いました。教育総務課作成の『学校図書館支援センター業務報告書』により成果や課題の確認が

行われました。 

 

 
 

平成２１年１１月 

平成２１年度 第２回 西蒲区学校図書館支援センター運営協議会 

平成２１年度 第１回 学校図書館支援センター運営検討委員会 
を開催しました  

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  


