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 第３１号 

に し か ん 

1 月 17 日（日）巻ふれあい福祉センターを会場に，「（仮称）巻図書館設計について語る会」を開

催しました。当日は３０人の方が参加しました。最初に設計者から図書館のレイアウト図について

説明があり，次に会場の参加者の質問に答えるかたちで活発な意見交換が行われました。 
設計者及び市側（公共建築課・図書館）と巻図書館を応援する会（代表 大西しげ子氏）とは事

前に設計について意見交換をしており，今回はその意見を取り入れて変更したレイアウト案につい

て，広く市民に公開し意見を求めるというものでした。 
 図書館に静かな環境を求める人や親子で一緒に絵本を読みたい人，

図書館で様々な講座を開いてと希望する人，よみきかせのボランテ

ィア活動をしたい人と，図書館には様々な要望を持つ人がやってき

ます。図書館ですから，まず本を一杯置きたいし，新聞・雑誌のほ

か視聴覚資料も置かなければなりません。それぞれの要望をきちん

と満足させる設計案を作るのは，何度も手直しをして大変な作業と

なりましたが，今回の案は，参加した皆さんから好意的に受け入れ

てもらえた感じがあります。 
巻図書館は平成 23 年の夏休みの前に開館する予定で進んでいます。乞う，ご期待！ 

  
 今年の６月に，西川図書館と中央図書

館がシステム統合し，西川図書館の『利

用者カード』が変わります。新しいカー

ドは，中央図書館とシステム統合してい

る図書館で使われているカードです。 
※ 現在ご利用中のカードは，５月まで

使いますが，有効期限が４年間です

ので，更新時期がきた方は手続きを

お願いしています。 
※ 詳しくは，チラシ等でご案内します。

 
 国立がんセンターがん対策情報セ

ンターが作成した冊子で，がん診療

の流れが書かれています。館内でご

覧ください。 

↑館内の展示の様子 

西川図書館利用者カード 

（５月まで使います） 

６月から使えるカード 

ができました 



 

 
  
新潟市緊急雇用対策で，西川町公民

館時代からあった未整理の郷土資料

や，寄贈の個人全集などを，装備やデ

ータ入力することができました。 
どうぞご利用 

ください。 

 
 
 １月 16 日(土)，フリーアナウンサーの

平井葉子さんによる，地域や学校で読み聞

かせボランティアの活動をされている方を

対象とした研修会を開催しました。 
研修では，読み聞かせに役立つ発声 
法や，自分を生かしながら楽しく活 
動するためのポイントをお話しいた 
だきました。 

西蒲区図書館塾 

ウッホン！としょかん博士じゃ。今回はクイズでなく，図書館のサービスについてご案内しますぞ！ 

皆さんは，図書館で「相互貸借」という言葉を聞いたことがおありかな？ 

これは，「図書館同士で，自分のところにない資料をお互いに貸し借りしましょう」というサービスなんじゃ。そ

のサービスを使うと，どういうことが出来るかというとじゃな。新潟市内の図書館にない本や，絶版になりもう手

に入らない本でも，全国のどこかの図書館にあれば借りることが出来る，ということなんじゃ。より近いところか

ら借りられるように，本を探していくんじゃが，近くになくて，北海道や九州から借りる，なーんてこともあったりす

るんじゃ。 

 

基本的には県立図書館や市立図書館でこういったやりとりをしておるんじゃが，最近は，大学図書館ともやり

とりをして，市立図書館にはない専門書を気軽に借りられるようにもなっておるぞ。新潟大学や新潟県立図書

館とは本のやりとりを，よりしやすくするために，新潟地域図書館ネットワーク「めぐるくん」が２１年４月からスタ

ートしたんじゃ。「めぐるくん」は，これらの図書館が協力して本の配送便を運行し 

どの図書館の本でも無料で借りることができるサービスのことじゃ。 

近くの図書館にないから諦める，ではなく，どうぞ職員に一声かけてくだされ。 

皆さんの近くの図書館は，全国の図書館とつながっておるよ。ウッホン！ 

 

「相互貸借」ってなあに？の巻 
としょかん博士

７

 
今回は，ソフトカバー製本で手帖を作ります。            

・ 日 時  ３月７日(日) 午後１時～４時 (予定)  

・ 場 所  新潟市立岩室図書館 ２階 視聴覚室 

・ 講 師  ルリュールを楽しむ会 野上 千恵子 氏  

・ (新潟県立新潟中央高等学校勤務) 

・ 定 員  １０名 (新潟市在住の方) 

・ 材料費  ３００円 

・ 申 込  ２月７日(日) 午前１０時より先着順 岩室図書館のカウンター及びお電話で受付ます。

 「製本講座」で本の作り方を学んでみませんか？ 



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 2/13（土）･2/27（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 
2/13（土）･2/27（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 

シェイクスピア 

読書会 3 

2/20（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。 

西蒲区図書館塾 

名探偵ホームズの謎 

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 3 回ホームズはどんな時代を生きたか？ 

申込；西川図書館  
３回目からでもご参加いただけます！ 

生活に役立つ図書館

の使いこなし 

2/27（土）･3/6（土）

午後 2:00～4:00 
西川学習館 

研修室Ａ 

講師：正道かほる氏(新潟市出身の童話作家) 

定員：20 名(新潟市在住の方)   

申込：2月 24 日(水)まで先着順 

製本講座 

3/7（日） 

午後 1:00～4:00 

 

岩室図書館 

２階 視聴覚室 

講師：野上千恵子氏(新潟県新潟中央高等学校勤務)

定員：10 名(新潟市在住の方) 材料費：300 円 

申込：2月 7日(日)午前 10 時より先着順 

 

おすすめの一冊 

「グアテマラの弟」 

片桐 はいり／著 

（幻冬舎） 

 

 
  
日本から遠く離れた南国グアテ

マラに居場所をみつけた弟。その

弟に 13 年ぶりに会いに行く。 
グアテマラの暖かな空気と，お

おらかな風土。富士山に似ている

ボルカン・デ・アグア，温泉街道

ロス・バーニョス。旅行記を通し

て目の前に広がる，異なった２つ

の国のどこか似た風景。そして，

グアテマラに住む弟の家族と日本

の片桐家の絆。国際結婚による家

族のとまどいと，おかしさの中に，

ほっこりとした温かさがみえてき

ます。 
    （西川図書館 志田） 

「ウッレのスキー 

のたび」 

エルサ・ベスコフ／さく 

石井登志子／訳 

（フェリシモ出版） 

 
世界各国で愛されているスウェ

ーデンの作家，ベスコフの絵本。

 ウッレは６歳の誕生日におとう

さんから本物のスキーをもらって

大喜びです。雪が止んだ翌朝，ウ

ッレは新しいスキーをはいて森へ

とでかけました。すると，全身白

く輝く霜じいさんとバッタリ出会

い，森の中の冬王さまのお城に招

待されました。ウッレは，お城の

子どもたちとスケートやソリ，雪

合戦などをしてたっぷり遊んで大

満足！ 
 美しい冬の森の風景と季節を 
象徴する登場人物が楽しいです。

（西川図書館 小林） 
 

「科学の扉を 

ノックする」 

 

小川 洋子／著 

（集英社） 

  
著者が興味を持って会いに行

った天文，鉱物，遺伝子，放射光，

粘菌，遺体科学，スポーツ科学と

いう７つの分野の研究者のユニー

クなエピソードや仕事内容などを

まとめたものです。 
例えば「遺体科学者」は，哺乳

類の遺体を解剖し，そこに隠され

た進化の秘密を解き明かし，未来

のために標本を残すことが仕事で

すが，時には物流屋さんや不動産

屋さんになるそうです。それはど

ういうことでしょうか？ 
 また，ゾウやクジラの骨格標本

をつくる時，どうやって骨を取り

出すのでしょうか。 
 答えはこの本の中に。 

（西川図書館 柵） 



 

    

秋に西蒲区の学校司書対象に行った「ブックトーク研修会」は，参加者に  
大変好評でした。受講するための事前準備として講師が指定した課題図書を 
読んだり，ブックトークのシナリオを短期間で書いたりと 
苦労の多い研修でしたが，各自が本と真剣に向き合うこと 
で実践への自信がついたようでした。 
 さて，年明けの１月１６日（土）に，再び真砂小学校の   
田村司書を講師に迎え，「ブックトーク自主研修会」を実 
施しました。学校での実践に向け更に学びたいという学校 
司書６人を含む参加者１０人が休日を利用して参加しました。ひとり１５分間で３冊の本をブックトーク

し，講師からはひとり一人に丁寧な指導講評をしてもらいました。 
 全体的には、本の選び方，テーマ設定について，シナリオの書き方などが注意点として指摘されました。

〝子どもを読む気にさせるブックトーク〟は一朝一夕にはできません。学校での実践を重ねると共に，今

回のような自主研修会が今後も続いていくとよいと思います。                     
    

 

 

 

 

新潟市では市内全校の学校図書館の蔵書について平成 23 年度までに文部科学省の示す「学校図書館図書

標準」100％達成を目指していて，教育委員会では達成率の低い学校には年度末に追加配当するなど，図書

購入予算にも配慮しています。西蒲区の小・中学校のうち，平成 20 年度末で標準に達している学校は 11

校でした。未達成の学校も多くが 90％台まで整備が進んでいます。 

学校図書館が活用されるためには，蔵書冊数が標準に達しているだけでなく，学習に使える図書資料と，

子どもたちの読書意欲をかきたてる新鮮な本を揃えていくことが大切です。そこで，昨年に引き続き蔵書

の更新をテーマにした研修会を実施しました。 

実際に会場校の書架を回りながら，資料として有用か，一度に大勢の児童生徒が利用する時に冊数は十

分かなどを見て行きました。また，学校からの貸出依頼の多い分野の資料を西川図書館からも持参して紹

介し，会場校の資料も使いながら各校での利用のされ方の情報交換を行いました。 

学校司書はふだんから必要な資料の情報収集を心がけていますが，今回「自分の学校になかった資料を

たくさん知ることができて役に立った」という声が多く出ていました。 

 

 

 

 

 

 

  

■視聴覚資料は個人貸出になります。 

登録団体での貸出はできません。 

 

 学校図書館支援センター通信ＮＯ．２０   

平成２２年２月

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２１年度 第２回  

学校図書館運営検討委員会 開催 

  日時： 平成２２年１月２７日（水） 

       午後３時３０分～５時 

  会場： 市役所白山浦庁舎 

＊議事内容は次号で報告します。 

☆新着資料のお知らせ 

ＤＶＤ 

『学校図書館ビフォー・アフター物語』

～映像と資料版，学校図書館リニュ

ーアルの実際～ 

シナリオ 五十嵐絹子 （日向工房） 

平成２１年度 第３回  

西蒲区学校図書館運営協議会 開催

  日時： 平成２２年２月２４日（水） 

       午後３時３０分～５時 

  会場： 西川学習館 研修室 A 

＊議事内容は次号で報告します。 


