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図書館は皆さんの書斎です。

に し  か ん 

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？

 西川図書館は中央図書館と 

システム統合（オンライン化）します
西川図書館は，蔵書点検とシステム統合作業のため，下記の期間休館致します。

5 月 28 日（金）～ 6 月 8 日（火） 
※休館中は全てのサービスを停止させていただきます。 

西川図書館の利用者カードが変わります。更新手続きをお願い致します。 

西川図書館での手続きは６月９日（水）

◎すでに持っている方は，そのままお使いください。 

●持っていない方はカードを作成しますので，申込書のご記入とご住所確認をお願いいたします。

（5月まで使います） 
NEW！ 

中央図書館とシステム統合した図書館，全館共通のカードです。 

から受付いたします。 

（すでにオンライン化されている図書館ではカードを作れます。） 

平成22年4月1日現在，既にシステム統合（オンライン化）している図書館（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

システム統合時期： ７月 白根図書館，10月 新津図書館，12月 豊栄図書館 

開館以来，利用も増えてい

ます。今年度は新潟市内の図

書館全館が，システム統合（オ

ンライン化）し，約 150 万冊

の本が，西川図書館から検索

出来るようになります。オン

ライン化で，新たなサービス

も増え，ますます便利な図書

館を今後もどうぞご利用くだ

さい。 
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 ４月 24 日（土）に，新潟中央短期大学非常勤講師の児玉イツ子さんを講

師にお迎えして，講座『子どもと読書～絵本で深まる親子のきずな～』を開

催しました。乳幼児の子育てに関心のある方を対象に，絵本の楽しさや読み

西蒲図書館塾 子どもと読書 

～絵本で深まる親子のきずな～ 

聞かせの大切さを話していただきました。保育園園長時代の豊富な経験に基

づいたお話でした。参加者から「あっという間の２時間だった。」「今まで絵

本の読み聞かせをしたことがなかったが，今後の子育ての参考になった。」

「参加してよかった。」という声がありました。 
 ２４人の参加をいただき，そのうち６人の方から保育の利用希望がありま

した。保育ボランティアのみなさん，ありがとうございました。 

 今年度から，西川図書館では配架・書架整理ボランティアを始めました。何人の方にご協力い

ただけるだろうかと，ドキドキしながら初日を迎えたところ， 

たくさんの方がおいでくださいました。４回で，のべ 41 人が活 

動してくださいました。ありがとうございます。 

 

●現在も募集中です。興味のある方はお気軽にどうぞ！ 

配架・書架整理ボランティア 
 

活動日；毎週火曜日 午前９時から１０時 

     都合のつくときのみ参加で結構です。 

当日，直接西川図書館へお越しください。 

問合せ；西川図書館へ（電話 0256-88-0001） 

 

 

としょかん博士 
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平成２２年６月９日 

 西川図書館は中央図書館とシステム統合します 

システム統合後；とっても便利！パスワードの巻 

 

 ウッホン！としょかん博士じゃ。６月９日に西川図書館が他の図書館とシステム統合するぞ。いよいよ

じゃな。システム統合後，西川図書館のサービスに一部変更があるんじゃ。今日はその一つ，パスワード

を窓口で登録することで，出来るようになる新しいサービスをご案内するぞ。（今現在，西川図書館で登録

されているパスワードは使用出来なくなります。再登録をお願いいたします。） 

■ホームページ，ＯＰＡＣ
U オ ー パ ッ ク

（館内検索端末機）での予約 

■ホームページ，ＯＰＡＣ（館内検索端末機），自動応答サービスでの貸出・予約状況の照会，貸出延期 
 

どちらも新しいカードの番号とパスワードがあれば，利用いただけるんじゃ。今までは，パスワードの

登録をしても，インターネットを利用してのサービスしか無かったんじゃが，新しいサービスでは，イン

ターネットを利用せずとも，館内でタッチパネルで操作ができる「ＯＰＡＣ」や，電話で出来る「自動応

答サービス」でも，ご利用いただけますぞ！（※自動応答サービスは，図書館の自動応答サービス専用番

号に電話をしていただくとご利用いただけます。機械音声でのご案内となります。）お気軽にご登録くださ

れ！！ 

※カードが統一されると，借りられる冊数・予約点数がオンライン館内で，図書・雑誌・紙芝居は 10 点，

視聴覚資料は 2 点，絵画は 2 点までとなりますので，ご注意ください。 



  

 
おすすめの一冊 

「知らないと恥をかく世界の 

大問題」 

池上 彰／著 

（角川新書） 

 

 

2008 年 9 月のリーマンショッ

ク以後の世界経済と日本がかか

える問題について，分かりやす

く解説。世界で起きていること

が，私たち日本人一人一人の生

活と無関係ではないことを「宗

教」「民族」「資源」から読み解

くことで，混迷の時代の先を展

望することができます。著者に

よれば，停滞した日本社会を救

うのは「教育」とのこと。「教育

は国家百年の大計」と言われる

ように，その国の礎であること

には間違いないようです。 
 （西川図書館 齊藤） 

 

「１０
とお

までかぞえられるこやぎ」

アルフ･プリョイセン/作  

山内 清子/訳 

林 明子/絵    

（福音館書店） 

  

 ある日，こやぎが数をおぼえ 

ました。こやぎは 10 まで数えら

れるようになり，水たまりに映っ

た自分を数えました。「ひとつ」。

次に，通りかかった子牛を「ふた

つ」。すると子牛はびっくりして

泣き出し，母さん牛に言いつけま

した。怒った母さん牛は父さん牛

に言いつけ，３匹はこやぎを追い

かけます。逃げながらこやぎは

次々と牧場の動物たちを数えるの

で，てんやわんやの大騒動に。 

表情豊かな動物たちと牧場の風

景が素晴らしい絵本です。数をお

ぼえ始めたお子さんに読んであげ

てください。（西川図書館 小林）

 

「顔の美術館」 

タイガー立石／ 

文と絵 

（福音館書店） 
 

 

誰にでも必ずある“顔”。たと

え双子でもまったく同じ顔の人は

いませんよね。一人一人違う“顔”

に注目したのがこの本。 
人間の顔を動物になぞらえて分

類する「観相学」から，ピカソな

どの名画まで，出てくるのはひた

すら顔・顔・顔･･･。 
 目や鼻の場所が普通とは違うと

ころにあるだけで，とたんにおか

しくなってしまうヘンな顔もたく

さん出てきます。ありえないはず

なのに，言いたいことはとても伝

わってくるから不思議です。 
また，巻末には本書に出てくる

名画のリストも収録されているの

で，絵画鑑賞にも役立ちます。 

(西川図書館 本間)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

西川図書館ブッククラ

ブ（読書会） 

5/15（土） 

（※毎月第 3 土曜日） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

 研修室Ａ 

※部屋は変わることも

あります 

 西川図書館の講座「楽しく，シェイクスピア」や

「名探偵ホームズの謎」の終了後の読書会。 

5 月のテーマ図書は ｢まだらの紐」 

おはなしのじかん 
5/8（土）･5/22（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。 

 

身体障がい者用駐車場の利用について 

利用者の方から問合せがありましたので，お知らせいたします。 
建物の入口近くにある身体障がい者用の駐車スペースは，体の不自由な方は 

もちろん，高齢や病気・ケガで歩行困難な方，妊産婦の方は遠慮せずご利用く 
ださい。本当に必要とされている方のために，そのほかの方は駐車をご遠慮 
くださいますようお願いします。 



平成 22 年 5月 

学校図書館支援センター通信 ＮＯ．23 

 

 
図書館に団体登録をすることで，図書・雑誌・紙芝居を合計で 100 点，

複製絵画は５点まで，1 カ月間借りることができます。このうち学校向け搬

送サービスで扱うのは，図書・雑誌・大型絵本・紙芝居・紙芝居舞台（大

型紙芝居・大型紙芝居舞台も含む）です。 

学校向け搬送サービスは昨年 11 月～12 月の試行を経て，平成 22 年５月

から正式に開始となります。（試行については平成 21 年 11 月発行№17 に掲

載） これまでは学校職員が貸出・返却のために来館していましたが，搬

送サービス実施によって学校側の負担が軽減され，便利になります。これ

により，さらに多くの資料を活用していただけると考えています。授業に

おける調べ学習だけでなく，学校行事や児童会活動，学級活動などにも図

書館を積極的に利用していただけると幸いです。 

平成 21 年度 団体貸出事例（一部抜粋） 

テーマ 教科など 

どうぶつの赤ちゃん 国語 

ユニバーサルデザイン 国語 

戦争（第 2次世界大戦） 社会 

生きものと自然環境 理科 

仕事・職業 総合的な学習 

会津・喜多方・猪苗代 修学旅行 

ウサギ 委員会活動 

学校 

西川図書館 

学習テーマに沿った資料を

図書館でご用意します。 

左記のほかにも多種多様な

テーマに関する資料をご利用

いただきました。 

※ 西川図書館が６月から新潟市内のオンライン館に加わります。これまでは西川図書館とオンライ

ン館の貸出カードそれぞれで，団体貸出をご利用いただけましたが，６月からはオンライン館の貸出

カードに統一されるので，貸出上限もオンライン館内で１ヵ月１００冊までとなります。 

 

５月～６月に西蒲区内全ての小中学校に伺い，学校図書館の様子をお聞きしたり，意見交換させて

いただいたりします。図書館のレイアウトや蔵書についてのご相談や，図書館活動のアイディアなど

もご提供したいと考えています。学校図書館がより活用されるために，支援センターとしてどのよう

なお手伝いができるのか，学校の皆さんとの話し合いの中で見出してまいります。また今後，学校司

書の研修会や情報交換会，長期休業中の学校図書館開放の支援なども計画・実施してまいります。 

さらに，西川図書館では次のような学校向けサービスもご利用いただけます。どうぞ，お気軽にご

相談ください。今後も様々な機会を捉えて，学校との連携を密にしてまいります。 

・図書館見学 ・職業体験学習 ・図書館ボランティアの派遣 

・職員の派遣（読み聞かせやブックトーク，図書館の活用法，保護者向けの子どもと読書に 

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

関するお話など）など 

 


