
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に し か ん 

西川図書館利用者懇談会 
日時；３月１３日(土) 午後 2：00～3：30 
会場；西川学習館２階研修室Ａ 

 
※新潟市全体及び西蒲区の図書館 
について説明します。 

 
 本好きのみなさん，図書館で読書談義してみません

か。 

日時  平成２２年３月２０日(土)午後２時から４時 

会場  西川学習館 ２階研修室Ｂ 

申込  直接会場へお越しください 

テーマ(内容)  ‘シャーロックホームズシリーズ’を読ん

での意見や感想を話し合います。自分が読んで面白か

った本の紹介でも結構です。        

 

 

 

新潟大学の山崎幸雄先生を講師に迎え，１２月から３回

にわたり講座「名探偵ホームズの謎」を開催しました。申し

込みは２５人を超えたのに大雪で参加者はぐっと減りまし

た。とても残念でした。 

 講座では，ホームズの魅力や当時のイギリス社会や風俗

について先生から楽しい話を聞くことが出来ました。参加者

からは，「日常を忘れて楽しめる素敵な時間でした」と感想

をいただきました。途中で新聞社の取材もあり，ホームズフ

ァンの１人が３月１日に大きな記事となって載りました。ホー

ムズが好きな人たちが集っての読書会も企画しました（右参

照）。西川図書館では,これからも楽しい講座や企画を考え

ていきますので，よろしくお願いします。乞うご期待です！ 

 

みなさまのご

意見をお聞か

せください！ 

 

 蔵書点検期間中(１月２６日から２月４日)は，休館のため皆様に大変ご迷惑をおかけし，申し訳ご

ざいませんでした。おかげさまで，全資料の点検を１点１点実物とコンピューター上のデータと照合

し行方不明になっている資料の確認ができました。この作業により，確実な資料管理と資料提供を

維持することができます。ご協力ありがとうございました。職員一同，これからも利用者サービスに

努力してまいりますので，皆様のより多くのご利用をお待ちしております。 

 

 西川図書館の資料点数    約８万７千４百点 

(図書・雑誌・視聴覚資料・複製絵画を含む) 

 蔵書点検で走査した点数             約７万４千６百点（ 〃 ） 

 貸出中の資料点数                 約１万２千６百点（ 〃 ） 

 蔵書点検作業で不明資料になった点数      ２８６点 

絵画の蔵書点検中。 

１点１点額の裏にある

バーコードで確認しま

す。 

今年は国民読書年です。 
図書館でいろいろな本との

出会い体験しませんか？ 
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にしかわ

図書館・岩室
いわむろ

図書館・潟東
かたひがし

図書館 

 第３２号 

図書館は皆さんの書斎です。 

書庫の中の様子。

絵画はこんなふうに

保管しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 としょかん博士 

８平成２２年６月 西川図書館は 

中央図書館とシステム統合します 
ウッホン！としょかん博士じゃ。 

いよいよ，今年の６月に，西川図書館が中央図書館とシステム統合しますぞ！今回は，システムを統合すると，

どう変わるのかをお教えしますぞ。 

①西川図書館の『利用者カード』が６月から変わりますぞ。 

    現在のカード        新カード（６月から） 

 

 

 

 
 

 

 

すでに新カードを持っている方は，そのままお使いくだされ。持ってない方は，６月のシステム統合後に西川

図書館でカードを作成させていただきますぞ。その時は，お手数なんじゃが，申込書の記入と住所確認にご協力

をお願いしますぞ。６月より前に新カードを作りたい！という方は，システム統合した図書館（※）なら今でも

作れるので，そちらをどうぞご利用くだされ。 
 

②システム統合した図書館（※）間では，どこでも本を借りられて，どこでも本を返せるんじゃ。 

 例えば，西川図書館で予約した本を岩室図書館で受け取ることが出来ますぞ！ 

ただし，視聴覚資料と絵画は今までどおり西川図書館にお返しくだされ。 
 

③ホームページ・館内検索端末機・携帯電話での検索および予約ができる資料が増えますぞ！ 

つまり，システム統合した図書館（※）の資料をお客様ご自身で検索したり，予約したりできるんじゃ！ 

今までは西川図書館の資料しか予約できなかったので，西川図書館のみ利用されてきたお客様には嬉しいお知

らせですなぁ～！ 

 しかし，喜んでばかりはおられませぬぞ！見方を変えますと・・・他のシステム統合した図書館（※）の利用

者も西川図書館の資料を検索したり予約したりできるんじゃ。だから，見たい本や雑誌がある方は，早めに

予約することをお勧めしますぞ！もちろん，今までどおり，窓口やお電話での予約もどうぞ！ 
 
 ちなみに・・・現在，中央図書館と西川図書館を結ぶ連絡車は週に 1 回なんじゃが，6 月からはほぼ毎日回る

ので，貸出中ではなく，棚に並んでいる資料を予約すると，自分で指定した図書館に２，３日で届くんじゃ。 

 

（システム統合後は西川図書館のホームページからの資料検索および予約などが出来なくなります。新潟市の図

書館http://www.niigatacitylib.jp/をご利用ください。携帯電話をご利用の方は，http://www.niigatacitylib.jp/k

をご利用ください。こちらからのご予約は，新カードの番号とパスワードが必要になります。西川図書館でカー

ド切り替えの際にパスワードをご登録いただくか，既にシステム統合しているお近くの図書館でのご登録をお願

いいたします。） 

 

詳しくは図書館の職員にお聞きくだされ。また，こちらのコーナーでも随時お知らせしていきますぞ！ 

 

中央図書館とシステム統合している図書館で使われ

ています。（現在 14 館※） 

中央図書館，松浜図書館，山の下図書館，石山図書

館，舟江図書館，鳥屋野図書館，生涯学習センター図

書館，亀田図書館，月潟図書館，坂井輪図書館，内

野図書館，黒埼図書館，岩室図書館，潟東図書館 
６月からはこちらに変更

させていただきますぞ。
５月まで使えますぞ。

 
 潟東図書館では，新着本や季節ごとの展 
示に工夫をこらして，皆さまのご来館をお

待ちしています。今回は，「冬の本」をテ

ーマにした展示をご紹介します。絵本や生

活に密着した本など，情報が満載です。 
次の展示もお楽しみに。 

貸出もできますよ！ 新しく展示棚が増えました！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3/13（土）･3/27（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 
3/13（土）･3/27（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 

生活に役立つ図書館の

使いこなし  

第２回 3/6（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

2 階研修室Ａ 

講師：正道かほるさん 

ベテランユーザーが図書館の便利な使い方や賢い使

い方を皆さんにてほどきいたします。 

申込；西川図書館へ 

西川図書館 

ブッククラブ 

3/20（日） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

2 階研修室Ｂ 

‘シャーロックホームズシリーズ’を読んでの意見や感

想を話し合います。 

申込；直接会場へお越しください。 

絵本を楽しむ会 3/28(日) 

午前 10：00～12:00 
ふれあい福祉センター 

3 階 301 号室 

200 冊の絵本を用意しますので，ご自由に手に取り

お子さんと楽しんでください。(貸出し不可) 

ボランティアによる絵本の読み語りもあります。 

 

おすすめの一冊 

「空腹力 やせる，若返る， 

健康になる！」 

石原 結實／著 

（ＰＨＰ新書） 

 

 

「食事は三食必ずとる」，「塩分

を控える」などは健康維持のため

に重要と言われてきました。しか

し，それはこの本で著者によって

覆されます。著者は現代人の多く

の病原は「食べ過ぎ」にあるとし，

「朝食を抜くこと」で人間の自然

治癒力が高まり健康になると述べ

ています。 
 他にも東洋医学を学んだ著者

による，とても斬新で体に無理の

ない健康法が記されています。歓

送迎会が増え，暴飲暴食になりが

ちなこの時期に読んでおきたい一

冊です。 （岩室図書館 白井） 

 

「はるをさがしに」 

亀岡亜希子／作･絵 

（文溪堂） 

 
 
 オコジョのタッチィは雪深い

山で，春が来るのを楽しみにし

ていました。春になれば，仲良

しのくまさんが冬眠からさめる

からです。 
 春が待ちきれないタッチィは

穴の周りを春らしくすれば，く

まさんが早く起きるのではない

かと仲間に教えられ，春をさが

しに汽車に乗って南へ旅立ちま

す。タッチィはどんな春をくま

さんに届けるのでしょうか。 
 季節に合わせて少しずつ変わ

っていくタッチィの体の色にも

ぜひ注目してみてください。 
（岩室図書館 立海）

「なやむ前のどんぶり君」 

明川 哲也／著 

（筑摩書房） 
 

 

 

 若者は悩んでいる時でもお腹

がすくものです。そんな時はま

ずお米をといでご飯を炊きまし

ょう。 
自己嫌悪に陥っている君には

雑魚丼，失恋した君には花丼，

どうしようもなく孤独な夜には

イカスミ丼など，苦悩や心の飢

えを満たしてくれるどんぶりレ

シピがたくさん紹介されていま

す。そして苦難を乗り越え生き

るにはどうすればいいかという

ことも教えてくれます。 
（岩室図書館 和田）

～西川図書館協議会が開かれました～ 
２月３日(水)，西川多目的ホールで開催いたしました。 

図書館の利用状況と図書館事業や，「図書館へのたより」，(仮称)巻図書館の建

設計画についての報告がありました。また，来年度の図書館事業や予算について

協議しました。 

※西川図書館のホームページ内の“図書館協議会”から，会議の概要や過去の協

議会議事録を見ることができます。そちらもご覧ください。 



 

学校図書館支援センター通信ＮＯ．２１ 
 
     
  

２月から３月にかけて年度末の学校訪問を行っています。 

昨年は学校司書が新任の学校を中心に９校に訪問させてい 

ただいたのですが，今年は要請のあった学校も含め計１４校 

に伺います。 

 今回感じるのは，図書館主任も同席して，図書館の実務的 

なことだけでなく読書推進や図書館活動の活性化についての 

相談が増えてきたということです。例えば，「朝読書をしているのだがこの時間をもっと充実させる工夫は？」

「おすすめの本のリストを作っているところなので見てほしい。また，作ったリストを活かす手だては？」「あ

るテーマの本のコーナーを作ったり，本の展示を工夫したりしたいのでアドバイスをしてほしい。」「他校の委

員会活動の実践などを紹介して。」などです。 

西蒲区に学校司書が配置されて５年，学校図書館支援センターができて２年，学校図書館の基本的な整備が

進み，それを土台に活用が進んできていることを感じています。 

 
 

 １月２７日（水）に，今年度第２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，学校の代表者，

新潟市教育委員会，支援センターと市立図書館の関係者が集まりました。この検討委員会は，新潟市の学校図

書館のあるべき姿に向けた学校図書館支援センターの役割について検討する重要な会議です。 

西蒲区・北区の活動報告及び，昨年秋に実施した団体貸出の搬送試行についての報告のあと，「学校図書館支

援センターの設置が順次進む中，センター未設置の区への対応も必要」「学校図書館活性化のためには司書教諭

や学校図書館活動全体のフォローアップが大切」といった意見が示されました。 

 

 

                ２月２４日（水）に第３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。支援センターからは，１０月以降の活動報告と平成 22

年度の活動計画について提案しました。また，教育総務課からは，今後

の支援センターの活動の方向性や来年度３カ所目の設置を計画している

という報告がありました。中央図書館からは，「子ども読書活動推進計

画」策定に向けた進捗状況の説明と，春からスタートを予定している学

校図書館への貸出資料搬送についての説明がありました。 

                         先生方からは来年度の西蒲区学校図書館支援センターの活動について，

いろいろと意見を出していただきました。例えば，「小学校の教科書が平成 23 年度から新しくなるが，西蒲区

の学校が共同で教科・単元で必要になる図書資料のリストアップをしてもらうと大変助かる」「読書活動につ

いての研修に，図書館主任と司書が共に受講できるとよい」「勤務時間の少ない司書が共同で作業や実務をす

ることで効率化やスキルアップできないか」など，新しい視点からアイディアを出していただきました。  

この会議は学校図書館のあり方や支援センターの活動について貴重なご意見をいただけるため，とても有

益なものとなっております。 

 

 

 

平成２２年３月 

平成２１年度 第２回 学校図書館支援センター運営検討委員会

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３回 西蒲区学校図書館支援センター運営協議会

年度末の 

〔調べ学習のようす〕 

和
納
小
学
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