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読書週間行事のご報告 

たくさんのご参加，ありがとうございました！！

紙飛行機を作って飛ばそう！ 

11 月７日(土) 
いろいろな形の紙

飛行機を作って，最

後にはステージ上か

ら飛ばしました。 

西川図書館 

年末年始の休館のお知らせ 

西川図書館  12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日） 

潟東図書館・岩室図書館 12 月 28 日（月）～1 月 4 日（月） 

※各図書館とも，1月6日（水）は図書整理日のため休館いたします。

西蒲区内の各地区図書室 12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日） 

 

11 月 18 日（水） 
講師の児玉イツ子さんは元保育園の園長先生で

す。子どもと読書に関して，具体的なお話をたく

さん語ってくださいました。「絵本には，生きる原

動力が潜んでいる。」というお話がありました。 
「また聞きたい！」 
という声が多く 
ありました。 

11 月 1 日（日） 午前 2 本，午後 1
本のアニメを上映しました。のべ 46
人が見にきてくれました。 

子ども映写会 西川図書館 

『だるまちゃんとてんぐちゃん 

だるまちゃんとかみなりちゃん』 

『ムーミン絵本 それからどうなるの？』 

『山古志村のマリと三匹の子犬』   

上映作品 

西蒲図書館塾 子どもと読書 

おやこで楽しむ 絵本と読み聞かせ 

西蒲区ふるさと再発見！      
西川方言と山岸徳平氏のコトバ 

長年の研究で

「山岸徳平氏の

ことなら何でも

知っている」と

おっしゃる講師

の日野さん。氏

のエピソードを

交え，楽しく語

ってくださいま

した。 

西川図書館 西川図書館 

11 月 14 日（土） 

館内にて山岸徳平氏の資料を展示中 

岩室図書館 世界に一つしかない絵本展 

10 月 27 日（火）から 11 月 3 日（火）「世

界に一つしかない絵本展」を開催しまし

た。夏休みに行った「えほんをつくろう」

に参加した子どもたちの作品の展示会で

した。 
９点の力作に来館 

した多くの方々が足 
をとめ，作品を読ん 
でいかれました。 



おっほん！としょかん博士じゃ。今月号からよりよく図書館について知ってもらうため， 

図書館についての問題を出していきますぞ！では問題じゃ！！ 

 

Ｑ．図書館では，借りられている資料や，雑誌の最新号等を予約することが出来るんじゃが，一人何点

まで予約できるか，お答えくだされ！ 

 

カッチカッチカッチ・・・・ 

 

Ａ．正解は，本・雑誌・紙芝居が１０点，視聴覚資料は２点までじゃ。 

（西川図書館のみ複製絵画も２点まで予約いただけます。） 

    詳しくは「西蒲としょかんだより６月号」に載っておるぞ。みなさん覚えておいでかな？ 

  （「西蒲としょかんだより」のバックナンバーは西川図書館ホームページでご覧いただけます。）

予約の他に，まだ図書館に入っていない新刊や，所蔵のない本のリクエストもその予約可能点数内で

お受けできますぞ。どしどしご利用くだされ！ 

 

１１月４日に，第 2
が開かれ，（仮称）

館側から報告したり，「（仮称）

回新潟市立西川図書館協議会

巻図書館の建設計画について図書

新潟市立図書館ビジ

ョン」と「（仮称）新潟市子ども読書活動推進計画」

について委員の皆様からご意見 
をいただいたりしました。 
終了後，協議会委員と（仮称） 

巻図書館の建物を見学しました。 

新潟市立西川図書館協議会 

 

Ｑ 

ジリジリジリジリ！！！ 

１１月４日の図書整 
日に火災を想定した

消防署員か

らは，もっと大きな声で誘導する 
ようにとのアド 
バイスがありま 
した。 

理

消防訓練を行いました。
 

 

複製絵画が人気です！ 

★県内では西川図書館のみ★ 

一家で３枚，４枚とお借りいただいて

います。あなたの部屋にも飾ってみて

はいかがでしょう？カード１枚で複

製絵画２枚までの貸出です。 

  

西川図書館は来年の６月頃に，市内の他の図書館とオンラインでつながりますぞ。

オンラインでつながると，ほんぽーと中央図書館で借りて，西川図書館で返したり，

西川図書館の本を予約して，岩室図書館で借りる，なんて受取館の指定もできるよ

うになり，便利になるんじゃ。 

ただ，西川図書館の本を全市で気軽に利用できるようになるため，多くの本が他

館に借りられて，西川図書館の本棚から留守になると思われますぞ。読みたい本が

留守の時は，まず予約サービスをご利用くだされ！もちろん，他の図書館の本も予約し

て，どしどしご利用いただきたいと思いますぞ！予約はホームページからも簡単に

できるので便利ですぞ。 

 勉強中のみなさんが研修で読み聞かせをおこ

ないます。 
講座終了後は， 

西蒲区内の図書館 
などで活躍してい 
ただく予定です。 

絵本の読み聞かせボランティア養成講座

受講生の皆さんによる 

12 月 5 日（土）・19（土） 
午後 2 時～3 時 30 分 

西川図書館おはなしコーナー

※絵本と絵本との間でお部屋の出

入ができます。 

としょかん博士

Ｑ1 

 

としょかん博士より

お知らせです。 



おすすめの一冊 

「単純な脳，複雑 

な『私』」 

 
池谷 裕二／著 

（朝日出版社） 

 

 私たちが，嬉しいときや悲しい

時，脳はどのように働いているの

でしょうか。 
 例えば，脳の反応を観察すれ

ば，ミスがいつ起こるか事前に 
予測できる「君は３０秒後にミス

をする！」や，脳だって勘違いを

する「吊り橋上の告白は成功率が

高い？」など，脳は精密な反面，

実に愛すべき存在であることを，

分かりやすく教えてくれます。 
 最新の情報をもとに，脳科学に 
ついて，著者が出身高校の生徒に

語った講義録です。 
（西川図書館 田中） 

 

「ハクチョウ」 

 

竹田津 実／ 

文・写真 

（アリス館） 

  
 
夜が明けると，クウクウという

鳴き声が聞こえてきます。空を見

上げるとＶ字の形に白鳥が飛ん

でいきます。たんぼに白鳥がたく

さんやってきます。 
体中すべてが白色ではなく，く

ちばしは黄色と黒色の 2 色です。

みんな同じように見えますが，写

真をよく見ると，色の面積や形で

1 羽 1 羽の区別ができます。 
 家族は仲がよく，いつもいっし

ょにいます。あたたかくなると，

そろって 3,000 キロメートルも

北のシベリアへ帰っていきます。

    （西川図書館 高島） 

「山のごちそう 

どんぐりの木」 

 

ゆきのようこ／ぶん 

（理論社） 
 
 冬，どんぐりがなるコナラの木

には葉がありません。 
 そして春，芽は大きくなり花が

咲きます。木もどんどん成長し，

虫たちが集まってきます。 夏に

は，葉の緑が濃くなり，その虫た

ちをねらって鳥がやってきます。

 秋，どんぐりが実ると，今度は

動物たちが集まってきます。木か

らは葉が落ちてさみしく感じら

れます。しかし木の中では春の準

備をしています。 
 身近などんぐりから，山の豊か

な実りと四季折々に集まる生き

物たちの暮らしが感じられます。

    (岩室図書館 藤井) 

各図書館の行事 

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 12/12（土）･12/26（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） 

英語で楽しむクリス

マスのおはなし会 

12/20(日) 

午前 10:30～11:30 
西川図書館 
(おはなしコーナー) 

クリスマスや冬に関係する英語と日本語の絵本の

読み聞かせです。 

(小学生とその家族) 

おはなしのじかん 
12/12（土）･12/26（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）】 

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）】 



 平成２１年１２月

 学校図書館支援センター通信ＮＯ．１８    

 
 

３回連続講座「ブックトーク研修会」が終了しました。（１０月２２日・２７日，１１月１２日に実施）

この研修は西蒲区の学校司書を対象にしたもので，小・中学校合わせて１７名が受講しました。 

ブックトークとは子どもと本を結ぶ方法のひとつで，本についての話をすることや本を紹介す

ることをいいます。講師は真砂小学校の田村あずさ司書でした。講師からは，これまで学校で実

践を重ねてこられた経験を基に具体的で分かりやすいお話をしていただきました。 

研修の講義では，ブックトークを行う場面と方法について，また本の選びかたや捉えかたなど

を中心に学びました。実習では，受講者それぞれが課題に取り組み，実演をしました。受講後の

反省アンケートには，ほとんどの受講者が今後学校でブックト

ークをしてみたいと書き，熱心な姿勢を示していました。 

本を紹介する，そのコツを学ぶことで，何を読んでいいかわ

からない，読むのが億劫という子どもたちにも，本を効果的に

手渡すことができます。国語科や読書推進の活動など，学校の

いろいろな場面でブックトークが活用されることを期待して

います。 

 

            

                            
   

  

 

西蒲区学校司書研修会 

日時；１２月３日（木）２:２0～16:３0 

会場；新潟市立升潟小学校図書館 

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

西川図書館では昨年に引き続き，学校からの貸出依頼の多い分野の本を 

学校図書館支援用図書として購入しました。調べ学習などで使う本が， 

学校図書館の蔵書だけでは不足の場合に大いに活用してください。 

なお，学校には後日「学校図書館支援用コーナーの本 №２」として 

今年度購入図書リストを配付する予定です。その中から購入図書の一部を紹介します。 

  

○ 『くらべてみよう！昭和のくらし』 全５巻 （学習研究社） 

○ 『エコでござる―江戸に学ぶ』 全３巻 （すずき出版） 

○ 『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん』 全１０巻（ポプラ社） 

○ 『あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 １年生～６年生』 全６巻（偕成社） 

○ 『話せる！遊べる！英語』 全２巻 （あかね書房） 

 

なお，本の返却時にはどのような本が使いやすく，また活用しやすかったかなど，学校のご意見

をぜひお聞かせください。 

学校と図書館間の本の搬送試行は，12 月 17 日（木）までです。 

どうぞご利用ください。 


