
新潟市立西川図書館では，配架・書架整理ボランティアを募集しています。 

ボランティアをしてみたいという方は，どうぞお気軽にお越しください。 

活動日；毎週火曜日 午前９時から１０時（第１回目は４月６日［火］です） 

    都合のつくときのみ参加で結構です。当日，直接図書館へお越しください。 

対 象；どなたでもかまいません。難しい作業はありません。 

場 所；西川図書館 

問合せ；西川図書館へ（電話 0256-88-0001） 

配架・書架整理ボランティア 

巻図書館を応援する会のみなさんによる

絵本を楽しむ会 
 平成 23 年度に巻に新しい図書館ができます。オープンまでの

期間，図書館と市民をつなぐ活動の一つとして，巻図書館を応援

する会のみなさんが 3 月 28 日にふれあい福祉センターで「子ど

もミニ図書館」を開催しました。 

 参加された方々は，ボランティアによる絵本の読み語りを楽し

んだり，用意された 200 冊の絵本を自由に手にとって読んだり，

楽しいひと時を過ごしました。 
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センター担当です。 

今年は国民読書年です。 
図書館でいろいろな本との

出会いを体験しませんか？
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 第３３号 

図書館は皆さんの書斎です。 



 

 ウッホン！としょかん博士じゃ。西川図書館が他の図書館とシステム統合するのももうすぐじゃな。 

皆さんが利用できる資料も増えるが，逆に，西川図書館の資料を利用する人もどっと増えることが予定さ

れますぞ。借りたい本が，借りられていて無い！発売日に予約したのに３か月待ち！なんてこともあるか

もしれん。そこで今回は予約のポイントをおさらいしますぞ。 

●本→貸出中の本はもちろん，図書館に所蔵の無い本も，購入したり，市外の図書館から借りたりして 

用意します！新刊も，発売日が決まっている本であれば，発売日前でも予約を受付けます！ 

●雑誌→図書館に入ったその日から即，予約を受付！展示期間が終わり次第，予約順に貸出いたします。 

 

予約は，図書館の窓口や，電話，図書館のホームページ（パスワードが必要です。窓口にて発行。）からで

きますぞ。お気軽に予約をしてくだされ！ 

※ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ，絵画（西川図書館のみ）の予約は，システム統合するとインターネットからの予約

が出来なくなりますので，ご注意願います。 

西蒲図書館塾「生活に役立つ図書館の使いこなし」 
 図書館をもっと知ってもらおうと童話作家の正道かほるさんを講師にお迎えして，講座『生

活に役立つ図書館の使いこなし』を開催しました。参加者は 2 月 27 日(土)と 3 月 6 日（土）の

2回で43人でした。講座では，正道さんの豊富な活用体験や図書館の使い方のコツを教えて

いただきました。ご自身の創作活動では編集者や絵描きさんから思いも寄らない細かい部分

で具体的なイメージを聞かれあわてて調べる羽目になるのだそうです。そんな時，図書館がと

ても頼りになったとのこと。また，図書館ボランティアについてもその楽しさや，ボランティアす

る場合の注意点などについて解説していただきました。 

 

としょかん博士 

９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
とっても便利！予約サービスの巻 その２ 

岩室図書館 製本講座 

３月７日（日）に岩室図書館で，「ルリユールを楽しむ会」の野上千恵子さんを 
講師に製本講座を開催しました。申込みを開始してすぐに定員 
に達し，残念ながらお断りした方もいらしゃいました。11 名の 
参加者の方々とソフトカバーのノート製本を行いました。イタリアから新 
潟中央高校へ留学中のキアラさんも参加。みなさん真剣な表情で取り組ん 
でいました。世界に１つしかない自分だけのノートができました。 

 

 

岩室図書館で育てていたアサガオの種，配布中！！ 
昨年の夏，岩室図書館の庭でアサガオを育てました。 

その種を，岩室図書館や潟東図書館，西川図書館で配布し 

ています。※無くなり次第終了いたします。 

ぜひお家で育ててみてくださいね！！ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

毎週土曜日 

午後 2:00～2:30 

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） ボランティアによる 

えほんよみかたりの会 毎週日曜日 

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「ゆめのたね」による読み聞

かせ（3歳以上向け） 

おはなしのじかん 
4/10（土）･4/24（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 

児童感想画展 

募集期間 4/23(金)～

5/30(日)  

展示期間 4/24（土）～

7/6（火） 

岩室図書館 
好きな本を読んで，１枚の絵を描いてみよう。

用紙は岩室図書館カウンターにあります。 

子どもと読書 

～絵本で深まる 

親子のきずな～ 

4/24（土） 

午後 1:30～3:30 

西川学習館 

1 階講堂 

講師：児玉イツ子さん（新潟中央短期大学非常勤講師）

申込；西川図書館へ【締切り 4/17(土)】 

※保育あり（4/8 までに要申込･7 か月以上先着 10 人） 

一日子ども図書館員 
5/8（土） 

午前 9:00～12:00 
西川図書館 

小学 4年生から 6年生の方を 6人募集します。 

申込；西川図書館へ【締切り 4/25（日）】 

絵本の読み聞かせ 

ボランティア養成講座 

5/9 (日)，5/23(日)，

6/13(日)，6/20(日)，

7/4(日)，7/11(日) 

午後 2：00～4:00 

西川学習館 

２階 研修室Ａ 

講師：平井葉子さん（JPIC 読書アドバイザー） 

西蒲区内の図書館や学校などでボランティア活動が

可能で，全講座参加できる方，20 名（応募多数の場

合抽選）参加無料。 

申込；西川図書館へ【締切り 4/25(日)】 

 

おすすめの一冊 

「介護入門―親の老後にいくら

かかるか？―」 

結城 康博／著 

（筑摩書房） 

 

 

高齢化がどんどん進む日本。

家族の介護についてお悩みの方

や，また自分が介護されるとき

どうなるのか心配という方は多

いのではないでしょうか。著者

はケアマネージャーを６年，介

護現場で５年経験したのち現在

は研究者として活躍しています。

介護の様々な課題について現場

の声を聞きながら，私たちに分

かりやすく解説をしています。

介護保険制度が分かりにくいと

思っている人や，忙しくて手っ

取り早く知りたいという人には，

お勧めの１冊です。 
 （西川図書館 松原） 

 

「あたらしい ともだち」 

トミー・ウンゲラー 

/作，若松宣子/訳 

（あすなろ書房） 

  
 
引っ越してきたラフィには，

ともだちがいません。大工仕事

が得意なラフィは「ともだち」

を作ることにしました。隣に住

んでいる裁縫の得意な女の子が

手伝ってくれます。材料は穴の

あいたくつ下や捨てられたゴミ。

ふたりが作る「ともだち」はど

んどん増えます。これを見た近

所の子どもたちは一緒に作りは

じめます。でも，大人たちは眉

をひそめ，お役所からはガラク

タを片付けるよう注意されます。

 じっくり見ると，くつやトー

スターなどが意外なところに使

われています。 
（西川図書館 高島）

「１５歳の日本語上達法」 

金田一秀穂／著 

（講談社） 
 

 

 

 

 私たちは毎日言葉を使ってコ

ミュニケーションをとっていま

すが，同じものを見ても言葉ひ

とつで感じ方がまるで違ってし

まいます。例えば，できたての

ハンバーグにナイフを入れると

あふれ出る「肉汁」は食欲をそ

そりますよね。でも「肉汁」は

豚や牛の体液，リンパ液のはず

です。「ハンバーグからあふれ出

すリンパ液」なんて皆さん食べ

たいですか？ 
 学校嫌いだった金田一先生が

中高生のみなさんに日本語力ア

ップの秘訣を伝授します。 
(岩室図書館 田中) 



   

     

学校図書館の充実を図るために設置された「学校

図書館支援センター」も今年度３年目を迎えました。

20 年度は西蒲区の西川図書館に，21 年度は北区の

豊栄図書館に，そして，今年度は３か所目として南

区の白根図書館に設置されました。３つの支援セン

ターそれぞれが設置区の学校と連携を密にして，喜

んでいただける支援活動を目指していきたいと考え

ています。 

また，支援センター同士これまでにも増して横の連絡を取りながら活動をしたいと考えています。 

西蒲区学校図書館支援センターでは，支援センター運営協議会での話合いのもと，学校のご理解ご協力

を得ながらこれまで活動をすすめてまいりました。今年度も学習活動支援の充実と子どもたちの読書活動

の活性化ために，西蒲区の学校図書館と連携していきます。どうぞよろしくお願いします。 

  

 
◆ 学校への団体貸出搬送サービス開始    

◇ 中学生向けブックリスト「本のつばさ」を 

西蒲区の全中学生に配布 

◆ 学校図書館訪問 

◇ 西蒲区の学校司書実務研修会・情報交換会 

◆ 夏休みの学校図書館地域開放の支援 

◇ 西蒲区学校図書館担当者研修会 

◆ 西蒲区の学校司書ブックトーク研修会 

◇ 蔵書更新のための研修         ほか 

    

               
 
                   

 

学校図書館支援センター通信ＮＯ．２２ 

平成２２年４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 

はじめまして。鳥屋野小学校からま

いりました。学校での経験をもとに児

童・生徒，教職員の皆さんのお役にた

てるよう努めてまいります。 

よろしくお願い致します。 

                青野 萌 

 
担当３年目となりました。学校にお伺い

する度に，元気な挨拶をしてくれる子どもた

ちと，熱心で温かい先生方に励まされてい

ます。今年度も学校司書の皆さんと共に，

活発な学校図書館運営のお手伝いができ

ればと思っています。 

小林 恵子 

  

「学校図書館支援用コーナー」の本は２年間で約１千冊余り

になりました。今年度もさらに増やしていきます。教科学習

の資料としてどうぞご利用ください。 

図書リストもありますので，必要な場合はご連絡ください。


