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 第３５号 

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？ 

潟東図書館の臨時休館について 

蔵書点検期間 6月 28日（月）～7月 5日（月） 
蔵書点検を上記の日程で行います。迷惑をおかけいたしますが，ご協力のほど，よろしくお願い

いたします。なお，休館中は西川図書館及び岩室図書館などをご利用ください。 

 小学生向けのブックリスト「ほんのとびら」につづき，中高生向けのブックリ

スト「ほんのつばさ」ができました。西蒲区の中学校には生徒 1 人に 1 部ずつ，

区内の高校には 50 部ずつ配布する予定です。西蒲区の図書館でも 

配布していますので，一般の方もどうぞお手にとってご覧ください。 

 

 

        賢治と同じ岩手県出身の科学者であり，長年賢治研究をされてきた斉藤文一先生から 

賢治の作品の集大成と言われている［銀河鉄道の夜］を語っていただきます。 

 ★日時★  6月 19日（土）午後 2時～4時 

 ★会場★  巻ふれあい福祉センター3階 301号室（〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲 4363） 

      ※申込不要 当日直接会場へお越しください。 

★協力費★ 1人 500 円 （高校生以下 無料）  

 ★主催★  巻図書館を応援する会 連絡先 大西（電話 090-4842-0326） 

 ★共催★  西川図書館 

 

巻図書館を応援する会特別講演 

★斉藤文一さんが語る［銀河鉄道の夜］と宮澤賢治★ 

西川図書館はシス

テム統合のため，5 月

28日～6月 8日まで

休館しています。ホー

ムページ，メールアド

レスも変わりました！ 

平成 23年に開館予定の（仮称）巻図書館の蔵書購入費にと，巻ライオンズクラブ（中澤正知会長）様か

ら新潟市に百万円の寄付をいただきました。厚く感謝申し上げます。巻図書館で市民が長期 

にわたり利用できる参考図書や事典などを購入したいと考えております。５月８日（土）に巻 

文化会館にて開催された「巻ライオンズクラブ結成４５周年記念石原良純チャリティー講演会」 

の入場料も含まれています。ご来場の皆さまにもお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

巻ライオンズクラブ様より，寄付金をいただきました 

 

http://www.niigatacitylib.jp/
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自動応答サービスってなあに？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。今回から，

システム統合し，オンラインでつながった図書館のサービスを少しずつご紹介しますぞ。 

今回は「自動応答サービス」についてじゃ。これは，自動応答サービス専用番号に電話をすると，機械

音声案内にしたがって，ご自分の貸出状況・予約状況の確認や，貸出延期の申込をご利用いただけるサ

ービスじゃ。 

 

 

このサービスを利用するには，次のものが必要じゃ。 

・ 左の新しい貸出カード（カードのうらにある 10桁の番号） 

・ 4桁のパスワード(最初に窓口で仮パスワードを発行しますので，各自改めてパスワードを 

      登録しなおしてください) 

サービス利用前に，お近くの図書館で貸出カードを新しくしてくだされ。 

 同様のサービスが，図書館のホームページや，図書館内のＯＰＡＣ（館内検索機）からもご利用いただ

けますぞ。詳細はまた次回じゃ！！ 

岩室図書館 児童感想画展 

 

岩室図書館の児童コーナーで，児童感想画展を開

催中です。展示期間は 7月 6日（火）までです。子ども

たちが読んだ本の感想を文章ではなく，絵で表現して

います。子どもたちが 

思い思いに描いた絵を， 

ご覧ください。 

 

 

 

西川図書館 一日子ども図書館員 

5月 8日（土）， 6人の小学生から図書館の仕

事を体験してもらいました。カウンターでの本の

貸出や返却，返却本の配架，パソコンを使っての

本探し，本の修理見学などを行いました。 

 参加者からは，貸出できない 

ほど傷んだ本が職員の手と道具 

で修理されるのを見て，驚きの 

声があがっていました。 
 

自動応答サービス専用番号 

０２５－２４６－７７３７  （利用できる時間帯 6:00～22:00まで） 

 

西蒲区ふるさと再発見！ 

新田開発の歴史と郷土西川について 

～ 鎧
よろい

潟
がた

の 遊 水 場
ゆうすいじょう

（御封印
ご ふ う い ん

野
の

新田
しんでん

）を中心に～ 

 かつて鎧潟の遊水場であるがために開発が禁止されていた御封印野新田。全国的に新田開発が行わ

れていた江戸時代中期に，柏崎や燕に住む農民たちが鎧潟周辺に目をつけて開発を願い出ました。地

元の村は反対をしましたが，そのうちの旧西川町と旧潟東村の１２カ村は，ならば自分たちの手で開

発しようと立ち上がりました。本講座では，その開発に尽力した人たちに迫ります。 

日時：6月 26日（土）午後 2時～3時 30分 

会場：西川学習館 2階 研修室Ｃ 

講師：本間則久さん（元西川町文化財調査審議会委員） 

募集：一般の市民 20人（先着順）【締切り 6月 21日（月）】※参加無料 

申込：西川図書館へ 

 

 としょかん博士 
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おすすめの一冊 

「大人が楽しむアサガオ BOOK」 

田旗裕也，浅岡みどり／著 

（家の光協会） 

 

 

 

夏の風物詩・アサガオは奈良時

代に中国からやってきたといわれ

ています。色もかたちも豊富で，

「舞姿」「暁の波」「ヘブンリー・ 

ブルー」など様々な品種がありま

す。 

この本ではアサガオの楽しみ方

を丁寧に案内しています。色鮮や

かな花の写真も美しく，種まきか

ら苗作り，土作りなどのこだわり

が満載です。つる性植物のアサガ

オは緑のカーテンとしてもぴった

りです。色とりどりの花とともに

夏の暑さをやわらげてくれること

でしょう。 

     （潟東図書館 浅妻） 

      」 

／著 

（） 

 

 

 

 （潟東図書館 浅妻） 

 

「うみやまがっせん」 

上沢謙二/原案，長谷川摂子/文 

大島英太郎/絵    

（福音館書店） 

  

 

 おさるが山から下りてきて海

へ出ました。たらしたつり糸に

かかったのは，大きなたこです。

つられてたまるかと，たこが糸

をひっぱれば，さおをとられて

たまるかと，おさるもひっぱり

ます。お互いに負けまいと仲間

を呼び，「やっせ わっせ」「え

んやさの よいやさ」と，山と

海とのひっぱりっこが始まりま

す。 

 つぎつぎ登場するうさぎやた

ぬき，鯛やひらめといった仲間

たちと，ひっぱりっこの結末を

たっぷりと楽しんでください。 

（西川図書館 青野） 

 

「ありがとう，さようなら」 

瀬尾まいこ／著 

（メディア 

ファクトリー） 

 

 

 

生徒が主役の学校生活。先生た

ちから見た学校生活ってどんなだ

ろうって考えたことはありません

か。 

本書は作家であり，現役の中学

校教師である著者が綴るエッセイ

です。生徒に結婚を心配されたり，

おしゃれをチェックされるといっ

た日常の話から，修学旅行先か

ら後日送られてきた忘れ物が

実は生徒ではなく自分の持ち

物だったという，失敗談まで。

生徒と笑って泣いて，たまに

けんかする。先生からの学級

通信のような一冊です。 

(西川図書館 志田) 

 

 

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 

西川図書館 

(おはなしコーナー) 

0歳～2歳児と保護者向けの読み聞かせ 

ボランティアによる 

えほんよみかたりの会 

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） 

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） 

おはなしのじかん 
6/12（土）･6/26（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 

子どもの本勉強サロン 
6/5（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

 研修室Ａ 

こどもの本についての勉強会。読み聞かせボラ

ンティアの人が集って情報交換をします。 

西川図書館ブッククラ

ブ（読書会） 

6/12（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 

「名探偵ホームズの謎」の終了後の読書会。 

6 月のテーマ図書は ｢ボヘミアの醜聞」～『シャー

ロックホームズの冒険』に収録～ 

開館５周年記念事業 

本とあそぼう全国訪問

おはなし隊 in 西川図書館 

7/24（土） 

午後 2:00～4:00 

西川図書館 

西川多目的ホール 

絵本を 550 冊積んだキャラバンカーがやって来ます。

※ボランティアとおはなし隊による読み書かせ会が２回

あります。①午後 2:00～ ②午後 3:00～ 

「夏休み絵本村」へ行

こう！ 

8/8（日） 

午前 9:00～午後 4:30 

魚沼市須原へ 

バスで行きます 

「夏休み絵本村」でたくさんの絵本にふれよう。  

保険料実費，定員：先着 35名，申込み 7/11～7/31 

潟東図書館へ ℡0256-70-5141 

共催 ワークショップ 

「伝記の本 どの本を，

どのように与えるか」 

7/3（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

 研修室Ａ 

読書指導に興味のある方の参加をお待ちしています。

講師：足立幸子先生（新潟大学准教授） 

申込み：西川図書館へ 締切 6/26 

主催：西蒲子どもの本 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

西蒲区学校図書館支援センターがこの 4 月で 3

年目を迎えました。昨年度は北区，今年度は南区に

も新設され市内 3ヵ所となりました。それぞれの区

において各スタッフは学校図書館の相談窓口になり，

資料提供の支援，あるいは学校司書のスキルアップ

や研修を担っております。毎年春に行なっている学

校訪問も 3年目になります。そこでお話しを伺って

おりましても，学校と私たち支援センターの連携も

スムーズになり，お互いの結びつきも強まってきた

のではないかと感じております。 

平成20-21年度の2ヵ年をかけて新潟市立中央図

書館が事務局となって「新潟市子ども読書活動推進

計画」を策定しました。これは「子どもの読書活動

の推進に関する法律」に基づき策定されるものです

が，この法律の第 1条に「子どもの読書活動の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって

子どもの健やかな成長に資することを目的とする」

とあります。さらに第 2条の基本理念に「子どもの

読書活動は，子どもが，言葉を学び，感性を磨き，

表現力を高め，創造力を豊かなものにし，人生をよ

り深く生きる力を身に付けていく上で欠くことので

きないもの」とし，「すべての子どもがあらゆる機

会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行う

ことができるよう，積極的にそのための環境の整備

が推進されなければならない」とあります。 

私たちは，本計画を策定するなかで設置された有

識者会議の委員から様々な提言をいただきましたが，

とりわけ子どもの読書環境整備の役割を担っている

公共図書館と学校図書館が連携し協力していくこと

の重要性を強く認識した次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

図書館法第 3条には「図書館は，図書館奉仕のた

め」…「更に学校教育を援助し」…「次に掲げる事

項の実施に努めなければならない」とあり，元々公

共図書館は学校教育を支援することを明記されてお

りました。しかし，実際にはまだまだ不十分な状態

でお互いの協力はこれからの課題といえるのかもし

れません。 

学校図書館法第 5 条で，「学校図書館の専門的職

務を掌るため，司書教諭を置かなければならない」

とあります。私たち学校図書館支援センターでは各

学校で活動されている司書教諭や図書館主任（学校

の規模によっては司書教諭の発令がない学校もある

が，図書館担当として図書館主任の先生は必ずいま

す）と，もっともっと連携を図りそのバックアップ

ができたらと考えています。新潟市では，小・中学

校全部に学校司書を配置して，学校図書館の利便性

を高めていますが，これは全国でも例が尐ない施策

で誇りに思うべきです。そして，学校司書配置の効

果は確実に出ております。学校図書館の貸出冊数が

増えた，また子どもが本をよく読むようになったと

の感想が西蒲区の校長先生から寄せられています。

また，児童の保護者からも学校図書館がきれいにな

って良かったと喜ばれています。 

新潟市の学校図書館が先生方や子どもたちの求め

る姿に尐しでも近づけるように，学校図書館支援セ

ンターでは，これからも先生方の意見を聞きながら

努力してまいりたいと考えておりますので，どうぞ

よろしくお願いいたします。  

（西川図書館長） 

 

 

  

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６月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.２４ 

 


