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西川
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 37号 

図書館は皆さんの書斎です。 

 

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？ 

に し  か ん 

巻図書館を応援する会特別講演 

 

6 月 9 日から 

変わりました。 

西川図書館 開館５周年記念事業 
たくさんのご来場，

ありがとうござい

ました！！ 

↑キャラバンカーの開設準

備と隊長さん（右） 
↑キャラバンカーの中 

550冊の絵本がありました 

↑おはなし会で，熱心に聴く参加の親子 

←はじまる前に隊長

さんと打ち合わせを

する読み聞かせの

ボランティアさんたち 

 

ご協力ありがとうございます 

４月から始めた書架整理ボラン

ティアの皆様のおかげで，たくさん

の本が書架にきれいに並んでいま

す。並べられた 1 冊 1 冊の本が次

に借りる人をじっと待っているような

気がします。皆様に支えられて，西

川図書館は今日も多くの方から利

用していただいています。 

7 月 7 日（水）午前，西川図書

館生垣のレッドロビンを剪定しま

した。ぼうぼうに伸びた枝や葉っ

ぱもスッキリしました。 

ボランティアの皆様，暑い中，

作業をしていただき，本当にあり

がとうございました。次は秋に予

定しております。 

植栽ボランティア 書架ボランティア 

７月２４日（土）の２時から，西川図書館開館 5 周年を記念して，「全国訪問おはなし隊」

を開催しました。「おはなし隊長と西川図書館読み聞かせボランティアによるおはなし会」で

は，１回目７０人，２回目５０人と多くの親子づれにご参加いただきました。キャラバンカー

も、絵本を読む子ども達でにぎわいました。 

開館５周年記念事業，この他にも

現在企画中です！お楽しみに♪ 

 

http://www.niigatacitylib.jp/
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岩室図書館  

七夕かざりを７月１日から７月

１８日まで館内で展示しました。

短い期間でしたが２４枚の短冊を

かけていただきました。 

ぽかぽかコアラ 
 岩室図書館では毎月１回，岩室子育て支援センター「ぽかぽか

コアラ」におじゃまして乳幼児の親子連れに向けて絵本の読み聞

かせを行っています。皆さんもぜひおいでください。 

西川図書館  

岩室図書館の前庭に

植えたアサガオは，今

年の暑さに負けず，元

気に育っています。ぜ

ひ見に来てください。 

館内では来館した子

ども達に折ってもらっ

たアサガオが満開で

す。 

 

 巻総合高校からの依頼で６月２９

日～７月１日の３日間，読み聞かせ

ボランティア「ゆめのたね」の皆さ

んが，授業で読み聞かせの実習を指

導してきました。高校生の皆さんは

熱心に聞いてくださり，絵本や読み

かたりの魅力を改めて感じてくださ

ったようでした。 

 ７月３日(土)に「読

書指導サークル西蒲

子どもの本」の主催

（共催：西川図書館） 

で新潟大学教育学部准教授の足立

幸子先生を講師にお招きして，伝記

の本をテーマに『どの本を，どのよ

うに与えるか』という読書指導のワ

ークショップを開催しました。２２

人の方にご参加いただきました。 

この講座では昔読んだ作品や，知って

いるけど忘れかけていた作家や作品をと

り上げて光を当てようと思います。Ｂ級

といっても中身はＡ級です！ 

7 月６日（火）～１３日（火）の

期間に，雑誌のリサイクルを行い

ました。４８７冊の雑誌をリサイ

クルすることができました。 

潟東図書館  

 

「夏を涼しく過ごそう」というわ

けで，おばけや怪談の本を展示し

ています。アサガオの切り絵も夏

らしく涼しげです。 

 

講師：金山亮太氏（新潟大学准教授） 

・９月１２日 (日)午後２時～４時『ソロモン王の洞窟』 

・１０月１７日(日)午後２時～４時『ジキル博士とハイド氏』 

・１１月１４日(日)午後２時～４時『ドラキュラ』 

会場：西川学習館２階 研修室Ａ   定員：３０名 

申込：西川図書館【締め切り ９月５日（日）】参加無料 

   

（Ｂ級編） 

講座 イギリス文学シリーズ その３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめの一冊 

「スウィング」 

ルーファス・パドラーセダー／作 

たに ゆき／訳 

（大日本絵画） 

 

 

 

バッターボックスに入った

選手。みごとなスウィングで打

球はホームランに。別のページ

には自転車が風のように駆け

抜けていきます。リフティング

をするサッカー選手やシュー

トをするバスケット選手など，

様々なスポーツをする人々の

動く姿を見ることができます。 

どのように動くかは，ページ

をめくってのお楽しみ。大人も

子どもも楽しめるチョット変

わったしかけ絵本です。他にも

『ギャロップ』と『ワドル』が

あります。 

（岩室図書館 川崎） 

 

「一瞬の風になれ 第一部 

 イチニツイテ」 

佐藤多佳子/著 

（講談社） 

 

 

幼いころからサッカーづけの

生活を送ってきた新二は，自分の

才能に限界を感じ，中学卒業を機

にサッカーをやめます。高校で幼

なじみの連の走りに魅せられた

新二は，陸上部に入部し，４継（４

人×100m リレー）に夢中になっ

ていきます。もっと速くなりた

い，もっとバトンパスがうまくな

りたい―悩みながらも自分の理

想に向かってまっすぐに進んで

いく新二に好感がもてます。夏読

むのにぴったりのアツくてさわ

やかな物語です。 

    （岩室図書館 立海） 

 

「わたしのハムスターを化石で残

すには？」 

ミック・オヘア／編 

勅使河原まゆみ／訳 

（ランダムハウス講談社） 

 

変わった題名ですが，これは実

際にイギリスの科学雑誌「ニュ

ー・サイエンティスト」に，読者

から送られてきた質問のひとつで

す。この他にも，「ペットボトルに

雲を浮かべるにはどうすれば良い

か？」，「詰め物をした歯にアルミ

ホイルが触れると痛いのはな

ぜ？」といった身近な（？）質問

に，実験の手順と解説をつけて答

えています。 

全て台所や庭でできる実験ばか

りなので，ご自宅で試してみるの

も面白いのではないでしょうか。

子どもだけでなく，大人も自由研

究してみませんか？ 

（岩室図書館 片桐） 

 

各図書館の行事 

行  事 日  時 会  場 内  容 

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 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） 

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 
8/14（土）・8/28（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 

西川図書館ブッククラブ

（読書会） 

8/21（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 

８月のテーマ図書 

 ｢バスカヴィル家の犬｣（シャーロック・ホームズ） 

 

子どもの本勉強サロン 
8/7（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 2 階

研修室Ａ 

こどもの本についての勉強会。情報交換や本の

紹介などをします。 

よみきかせスペシャル 

8/21（土） 

午後 3:30～4:00 
岩室図書館 

図書館職員とボランティアによる読み聞かせ 

（3歳以上向け） 8/28（土） 

午後 2:00～3:00 
西川図書館 

アサガオを咲かせよう 7/17（土）～8/31（火） 岩室図書館 
朝顔を紙で作って，岩室図書館の壁に飾ります。材料は

岩室図書館にあります。 

ファンタジーの扉をあけ

て 

9/11(土） 

午後 2:00～4:00 

巻ふれあい福祉セ

ンター301号室 

絵本や幼年文学の「異世界」での子どもたちの世界をの

ぞいてみませんか。 

講師：金山愛子氏（敬和学園大学教授） 

主催：巻図書館を応援する会 

共催：西川図書館 

 

 



 

 

 

 

 

 

学校図書館では必要に応じて，児童生徒を対象にオリエンテーシ

ョンや利用指導を行っています。 

今回の研修目的は，利用指導の効果的な方法について考え，学校

での実践に生かしていこうとするものです。まずオリエンテーショ

ンと利用指導について，目的や実施する内容の確認をしました。ま

た，新潟市立視聴覚センターには学校司書が製作した利用指導のビ

デオ教材が１５本あります。このビデオ教材のうち３本を視聴して，

学校で活用できることを紹介しました。次に今年度初めに行ったオ

リエンテーションについて，４名の学校司書から発表してもらいま

した。〈ビデオ教材の活用〉，〈年次計画で積み上げたマナー向上へ

の取り組み〉，〈クイズを取り入れた生徒参加型の工夫〉，〈教員と学

校司書が協働で行っている利用指導〉など，素晴らしい実践内容で

した。研修後のアンケートでは「とても参考になった」「試してみ

たいアイディアだった」などの感想が寄せられました。 

利用指導を充実させることで児童生徒の図書館活用が活発になり，そのこ

とが学校図書館の授業支援へつながるものと考えています。 

学校司書は先生方からのご要望に応じて，次のようなこともしています。 

・調べ学習をスムーズに始めるために･･･ 

➪ オリエンテーションや利用指導 

・授業単元の導入として，児童生徒に意識付けをしたい･･･ 

➪ 教材のテーマに沿った絵本の読み聞かせや本の紹介など 

・調べ学習の中で･･･ 

➪ 児童生徒からの資料に関する個々の質問に対応（授業中，休み時間を問わず） 

・単元終了後の発展として･･･ 

➪ 各教科の教科書教材に関連する本の紹介 

➪ 授業の中で児童生徒が作成した成果を学校図書館の本と結びつけて展示 など 

 学校生活の中で効果的に学校図書館を活用していただくためには教師と学校司書との連携が大切だと思い

ます。７月２７日（火）には教師と学校司書合同の「学校図書館活用研修会」を新潟市立総合教育センター

と共催しました（詳細は次号で紹介します）。支援センターでは，先生方からの「こんな授業がしたい！」に

応えられる学校図書館を目指した支援をしたいと考えています。 

夏休み中，地域開放をしている学校図書館で西川図書館の職員がおはなし会

をしています。実施する学校は右記のとおりです。 

おはなし会のテーマは〈こわいおはなし いーっぱい！〉 

絵本の読み聞かせや妖怪クイズなどをします。 

地域のご家庭に案内チラシを配布している学校もあります。暑い毎日ですが，

子どもたちと一緒にこわいおはなしで涼みませんか。 

この機会に学校で活動している図書館ボランティアさんたちとの情報交換な

どさせていただくと大変ありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

実施日 学校名 

7/28 巻南小学校 

8/3 潟東東小学校 

8/19 中之口西小学校 

8/23 越前小学校 

8/23 中之口東小学校 

8/30 松野尾小学校 

8/31 鎧郷小学校 

平成２２年８月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.26 

 

 

オリエンテーションとは･･･ 

○ 図書館を利用するときのマナー 

○ 本の貸出，返却の方法 

○ 本の探し方 など 

図書館の使い方の紹介をします。 

利用指導とは･･･ 

○ 資料の分類方法を説明 

○ 百科事典や図鑑，年鑑など，調べるた

めに使う資料を紹介 

○ 目次や索引の説明 など 

本の探し方や調べ方を紹介します。 

 

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 

 


