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西川図書館 蔵書点検による休館のお知らせ 

１月２５日（月）～２月３日（水）は蔵書点検のため休館します。 

 １月１１日（月）～１月２４日（日）まで貸出期間が ３週間 に変更になります。 

岩室図書館，潟東図書館，白根図書館などをご利用ください。本を返却される方は返却ポストを

ご利用ください。視聴覚資料は返却ポストには入れないで開館してからお返しください。 

貸出延長します 

 

「（仮称）巻図書館 設計について語る会」 
 日時：平成 22 年 1 月 17 日（日）午後 2 時～3 時 30 分 
 会場：巻ふれあい福祉センター３階「ゆきわりそう」 
内容：設計者から設計プラン（案）について説明をし，その後，ご来場の皆

様からのご意見をいただき，話し合いをします。 
 問い合せ：西川図書館  

申し込みはいりま

せん。当日会場に 
お越しください。 

 

巻文化会館内にある巻地区図書室を移転し，（仮称）巻図書館を建設 
する基本設計が進んでいます。 

 (仮称) 巻図書館の建設は，新潟市との合併に際して建設することを 
合意したもので，図書館予定地は，東北電力 (株) 巻営業所の跡地です。

計画概要として，平成 22 年度に建物の改修工事を行い，開館に必要 
な準備をします。開館時期は平成 23 年度(夏休み前の予定)です。  
  
巻の図書館は，どんな図書館になるのか関心をお持ちの方や，聞い 

てみたいことがある方は，事前の申し込みなどは必要ありませんので，

下記の会へお気軽にご参加ください。 
↑巻図書館建設予定地 

仮称 

 東北電力（株）

巻営業所跡 



 

ジリジリジリジリ！！！ 

ウッホン！としょかん博士じゃ。今日のクイズは｢レファレンス・サービス｣についてじゃ。7 月号の「教えて！と

しょかん博士」でお知らせしたんじゃが，みんなおぼえておいでかな？ 

「レファレンス・サービス」は，「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

うサービスなんじゃが，ではここで問題じゃ！！ 

 

Ｑ．図書館のレファレンス・サービスでは，下記のような質問・疑問に答えてくれるか。 

  それぞれ○か×で答えよ。 

□ 昨日見たドラマの脇役の俳優の名前を教えて欲しい。 

□ ●○市の郷土の和菓子，現在どこへ行くと買えるか調べて欲しい。 

□ 書名も作者名もわからない。あらすじだけはなんとなく覚えているが，その本を探してもらえるか。 

□ 家で栽培しているハーブの名前と料理法を知りたい。 

□ 石鹸の作り方を知りたい。 

 

カッチカッチカッチ・・・・ 

 

Ａ．正解は・・・ぜ～んぶ、○じゃ！！ 

「こんなこと聞いていいのかな？」と思う前に，まず職員にお声がけくだされ。即答できないものもあるかも

しれんが，お時間をいただければ回答させていただきますでの。どしどしご利用くだされ！ 

 

12 月 20 日（日）に西川図書館おはなし

コーナーで，読み聞かせボランティア「ゆ

めのたね」の高木さんと一緒に『英語で楽

しむクリスマスのおはなし会』をひらきま

した。小学生とそのご家族の皆さま 24 人で

お話を楽しみました。 

 おはなし会では 112 年前にアメリカで本

当にあったお話をもとに書かれた「サンタ

クロースっているんでしょうか？」という

本の紹介や，アヒルの真似をするヒヨコと，

ウサギの出てくる簡単な英語の絵本や，「ど

ろんこハリー」を英語と日本語で 

読みました。 

英語で楽しむ 
ボランティア紹介 

潟東図書館ボランティアグループ「ひまわり」

 平成 13 年 8 月，潟東村に図書館がオープンしたとき

図書館をサポートするためつくられました。前館長の中

野満子さんが村内の有志に呼びかけた結果，多くのメン

バーが集まりました。 

 「ひまわり」が主体となる行事はたくさんありますが，

特にユニークで人気が高いのが，春の「絵本のおはなし

会と小さなポニーの観察会」，8 月の「絵本村（旧守門村

で開催）へ行こう」，秋の「図書館まつり」（今年はコミ

協行事に変更のためお休み）です。今では，「ひまわり」

の皆さんによる行事を心待ちにしている利用者も多数い

らっしゃいます。これからも図書館だけではできない様々

な行事を一緒に実施して欲しいと願っております。 

 

「絵本村へ行こう」（”絵本の家ゆきぼうし”の前で）

 

Ｑ としょかん博士

Ｑ2 



 

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 1/9（土）･1/23（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 
1/9（土）･1/23（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 

読み聞かせボランテ

ィアのためのステッ

プアップ研修 

1/16（土） 

午後 1:30～3:30 

西川学習館 

講堂 

講師：平井葉子さん（元・新潟放送ＢＳＮラジオア

ナウンサー・ＪＰＩＣ読書アドバイザー） 

読み聞かせのボランティアをしている方を対象に「声

の出し方」を学びます。 

申込；西川図書館へ【締切り 1/10（日）】 

西蒲区図書館塾 

名探偵ホームズの謎 

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 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  
２回目，３回目からでもご参加いただけます！

シェイクスピア 

読書会２ 

1/9（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室Ａ 

連続講座「楽しく，シェイクスピア」の講師を

務めた高木さんがガイド役となって，シェイク

スピアの作品を楽しみます。 

おすすめの一冊 

「道楽三昧」 

小沢昭一／著 

聞き手 神埼宣武 

（岩波書店） 

 
  
俳優やエッセイストとして著名

な著者による，一種の自伝といっ

ていいのでしょうか。幼い時から

の楽しみの体験や関わり，思いな

どを，民俗学者である聞き手に導

かれて語っていきます。虫とりか

ら始まって，べいごま・めんこ・

ビー玉，相撲，さらに落語，芝居，

映画など，著者自身が人生を楽し

んでいることがわかり，読んでい

る方も楽しくなること，うけあい

です。 
 西蒲区民としては，旧巻町の

「のぞきからくり」が出てくるこ

とに注目。著者は，巻町の資料館

を訪ねたことがあるそうです。 
     （西川図書館 岩野） 

  

「はたらきものの 

じょせつしゃ 

けいてぃー」 

バージニア・リー･ 

バートン／ぶんとえ 

いしいももこ／やく 

（福音館書店） 

 
けいてぃーはキャタピラのつい

ている赤いりっぱなトラクターで

す。夏は道路を直し，冬は雪を片

付けます。けいてぃーは働くのが

大好きで，難しい，力のいる仕事

があればあるほど喜びました。 
冬のある日，降り始めた雪が止

まずに，とうとう２階の窓の所ま

で積もりました。車は走れなくな

り，学校やお店や工場はお休みに

なり，郵便も警察も仕事ができま

せん。 

さあ，けいてぃーの出番です。

(西川図書館 加藤) 

「目で見る数学」 

 

ジョニー･ボール／著 

（さ･え･ら書房） 

  
 
数学は好きですか？ 
好き，嫌い，難しい，生活に必

要ない･･･どんなイメージを持っ

ているでしょう。 
それでは，“数字”はどうでし

ょう。世界中，数字であふれてい

ます。数字がなかったならば，世

界中が大混乱におちいるのは間違

いありません。 
この本を見ると，数字の誕生と

発展の過程がよくわかります。そ

して，いかに数字や数学が自分の

身近にあるか，実際に使っている

か，ということに気付くでしょう。

 所々に盛り込まれた数学パズル

やマジックにも挑戦してみてくだ

さい。   （西川図書館 本間）

 

 
 

 
 



 

学校図書館支援センター通信ＮＯ．１９ 

 
 
 
  

 
 

１２月３日（木）新潟市立升潟小学校を会場に，使いやすい 
書架サインや掲示物についての研修会を行いました。各学校の 
実践を発表してもらい自校に取り込んでもらいたいと思います。 
季節の飾りをするなど居心地のよい雰囲気作りも大切なポイ 

ントですが，図書館の魅力は何よりも蔵書そのものの魅力でし 
ょう。そして，その“本”と利用者がちゃんと出会えるように 
本の並べ方見せ方などを工夫し，また，何か調べる時にすぐに 
資料が探し出せるように一定の約束に従って排架し，わかりや 
すい書架サインを付けることは図書館の基本的な環境整備です。そのためには，まずどのような掲示物や

サインがあれば良いのか，そしてその次の段階としてどんなものがあるとより使いやすいかということを

具体的な項目についてチェックしました。 
また，会場の升潟小学校は今年度改修工事があり図書館も大きくリニューアルしました。そこで，升潟

小学校の司書と，やはり改修工事のあった鎧郷小学校の司書の二人から，工事の機会でないとなかなか変

えられない施設面－書架のサイズや作り付けの家具などについて，どのように対応したかを発表してもら

いました。その後，小・中学校のグループに分かれ情報交換をしました。 
                                       

    

 

中之口西小学校では今年度研究主題を「自分の考えをしっかりもち，学び合いを通して考えを深めてい

く子～国語の読解の授業改善を核として～」とし，国語科を軸に新潟市立総合教育センターの指導主事を

招いての研究授業を積み重ねています。 
１２月９日，５年生国語「わらぐつの中の神さま」（杉みき子作）の研究授業を見学する機会がありまし

た。研究授業は教科書の記述から登場人物の考えを読み取るという指導でした。子どもたちは，西川図書

館から団体貸出で借りた杉みき子の本を授業と平行して読んでおり，単元の最後に各自が読んだ本の紹介

や単元教材との比較などをする予定だということです。 
授業後の検討会では，先生方の率直で活発な討論から，学校が子どもたちに身に付けてほしいと考えて

いる学力について理解を深めることができました。 
 

 

 
            

                            
   

  

 

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

平成２２年１月 

国語の研究授業を参観しました －新潟市立中之口西小学校 

報告 運送業者による学校への搬送試行 

             現在搬送試行が終了したので，各学校からのアンケートをまとめております。

               試行期間 ：１１月４日～１２月１７日 

               搬送利用数：貸出１５件 ２１箱，返却１１件２０箱 合計２６件４１箱  

★西蒲区学校司書研修◆これからの予定★ 

除籍と図書更新の研修会  １月下旬 


