
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩室図書館で 7/31（土）に，西川図書館で 8/7（土）

に夏休み一日子ども図書館員を開催いたしました。岩

室では 2 名，西川では 5名の小学生が参加をしました。

カウンターからお客様に元気よくあいさつをしなが

ら，貸出や返却をしてくれました。岩室図書館では本

の修理も体験しました。 

 

 

小学校 3 年生から 6 年生 10 人が 4 日間か

けて，お話を考え絵を描き，布張製本しまし

た。世界に 1 つしかない絵本ができあがりま

した。秋に作品展を予定しています。お楽し

みに。 
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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 38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 

 

かみしばい大会 
西川図書館で，7/29（木）にかみしばい大会をしました。小学生 2 人と巻総

合高校の生徒 2 人がボランティアの方と一緒に読み手をしました。42 人と会場

のおはなしコーナーからあふれるほど大勢の方に見ていただきました。 

チャレンジ！紙しばい 
潟東図書館で，8/20（金）と 8/25（水）にデイサービスをご利用の方へ，紙

しばいをしました。小・中学生 5 人の子どもたちが読み手になりました。 

潟東図書館では，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。 
募集受付開始：9月 5日（日） 

第１回目；9月 9日（木）9：30～10：30 

※その後は開館日の都合のつく日にご参加くださ

い。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；潟東図書館 

問合せ；潟東図書館へ（電話 0256-70-5141） 

 

配架・書架整理ボランティア 

西川図書館・岩室図書館 共催 

初めて使う製本の道具がたくさ

ん。絵をかくのが楽しかった。

本をぬうのが一番むずかしかっ

た。上手にできてよかったね。 

 

7 月 29 日から 8 月 19 日まで，西川図書館の

エントランスで傘ぼこを展示しました。傘ぼこ

は 8 月 21，22 日に行われた西川まつりの「傘ぼ

こ行列」で使われました。傘の上の人形は毎年

作り変えられ，行列は江戸時代からつづく伝統

行事です。見たことのない方，今年のまつりを

見逃した方，来年のまつりをお楽しみに！！ 

西川まつりの 

傘ぼこ 

http://www.niigatacitylib.jp/
http://www.niigatacitylib.jp/k/
mailto:nishikawa.cl@city.niigata.lg.jp


ホームページや館内 OPAC で出来ることの巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウッホン！お久しぶりのとしょかん博士じゃ。２か月ぶりじゃな。 

さて，西川図書館が他の図書館とシステム統合してからもうすぐ３か月じゃ。皆さんもう新しいサービ

スには慣れたじゃろうか。今回はホームページや館内ＯＰＡＣで出来る便利なサービスはご存知かな？こ

んなことが出来ますぞ！ 

① 予約の申込（午前７時～８時は予約できません） 

② 貸出・予約状況の確認 

③ 貸出期間の延期（午前６時～午後１０時まで） 

④ 予約の取消 

⑤ パスワードの変更 

⑥ メールアドレスの登録 

このサービスを利用するには，次のものが必要じゃ。 

・ 左の貸出カード（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) 

詳しくはカウンターで配布している『インターネット・メールサービスのご案内』をご覧くだされ。職

員からご説明させていただきますぞ！ 

 

 

8 月 8日（日）に魚沼市守門地区で開催された「夏休み

絵本村」に行ってきました。親子 20 人が参加され，ボ

ランティア 4 人の協力をいただきました。魚沼市守門地

区交流センターと絵本の家「ゆきぼうし」にはたくさんの

絵本があり，本との新しい出会いがありました。そして「ゆ

きぼうし」の裏山にある「フーのきの森」では自然体験教

室に参加。緑の滴る森の中を探検しました。気分もすっき

りリフレッシュしました。 

 としょかん博士 

12

0 

日時 ９月１１日（土）午後２時～４時 

会場 西川学習館 学習室Ａ（２階） 

   （西川図書館となり） 

資料代 １００円（会員外の方） 

※事前申込不要 

内容 １部 アーノルド・ローベルの本を読む 

     「ふたりはともだち」※事前必読 

   ２部 「お手紙」の多読授業（実践発表） 

       鎧郷小 菅谷内 敦 教諭 

問合せ 加茂克明（巻北小内 ℡0256-72-6131） 

主催 「西蒲子どもの本」 共催 西川図書館 

読書指導サークル「西蒲子どもの本」９月例会 

 

 

潟東図書館 

日常と違う不思議な「異世界」の冒険を

一緒にのぞいてみませんか。 

 

講師 金山 愛子氏（敬和学園大学 教授） 

日時 ９月１１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 

   （西蒲区巻甲４３６３） 

協力費 １人 500 円 高校生以下無料  

※事前申込不要 

主催 巻図書館を応援する会 

共催 西川図書館 

連絡先 大西 090-4842-0326 

巻図書館を応援する会が贈る 

秋のスペシャル講演 

予約や貸出の延期などは，図書館が開館

中はお電話でもお受けしています。ただ，

ホームページからですと，図書館が閉ま

っている時間帯でもお受けできますの

で，お客様のお好きな時間に利用が出来

て便利ですよ♪ 

↑絵本の家ゆきぼうし前で 

↑絵本村会場守門地区交流センター内の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめの一冊 

「『フラフラ』のすすめ」 

益川敏英/著 

（講談社） 

 

 

 

著者である益川敏英さんは

2008 年にノーベル物理学賞を受

賞しました。その著者が自分の人

生を振り返り大切だと思ってい

ることを教えてくれます。 

「フラフラすること」もその中の

1 つです。著者は本当にやりたい

ことが見つかるまで様々なこと

に挑戦する事が大切だといいま

す。他にも成長していくうえで知

っていて欲しいと思うことが書

かれています。 

将来のやりたいことが決まら

ずに焦っている方を勇気づけて

くれる 1 冊です。 

（岩室図書館 白井） 

 

 

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 
9/11（土）・9/25（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） 

9/18（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 

9月のテーマ図書 

 ｢オレンジの種五つ｣-『シャーロック･ホームズの冒険』

に収録 

 

子どもの本勉強サロン 
10/2（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。 

ヴィクトリア朝後期の 

怪奇・空想小説（B級編） 

全 3回  

午後 2:00～4:00 

西川学習館 2 階

研修室Ａ 

講師；金山亮太氏（新潟大学 准教授） 

9/12 『ソロモン王の洞窟』 

10/17『ジキル博士とハイド氏』 

11/14『ドラキュラ』      

申込み：西川図書館へ 【締め切り 9/5】  参加無料 

 

「昆虫顔面図鑑 日本編」  

海野 和男/著 

（実業之日本社） 

 

 

 

世界に約 1000 万種いるとい

われる昆虫。著者は，様々な技

法を用い，数多くの昆虫の写真

を撮影しています。マクロレン

ズを使い，昆虫たちの顔を捉え

た作品です。 

 その姿からは想像できないキ

ュートな顔や，恐ろしい顔の昆

虫たちのクローズアップ写真。

姿だけにとどまらず，その生態

についても書かれています。生

き生きとした姿と共に身近な昆

虫たちの新たな一面を垣間見る

ことができる一冊です。 

（岩室図書館 川崎） 

 

 

「ねぇ，どれが いい？」 

ジョン･バーニンガム/さく 

（評論社） 

 

 

 

もしもだよ，と表紙の男の

子の質問が，ページをめくる

度にでてきます。 

 「ねぇ，どれが いい？」 

二千円でいばらにとびこむの

と，一万円で死んだカエルを

飲み込むのと，二万円でお化

け屋敷に泊まるのと。など，

おかしな選択肢ばかりでてき

ます。 

全部，嫌とはいわずに様々

な場面を想像しながら，自分

ならどれがいいか，楽しんで

読んでください。 

（岩室図書館 藤井） 

 

日時；１０月１６日（土) 

 午後１２時３０分～午後４時３０分まで 

会場；岩室図書館２階視聴覚室 

講師；ルリユールを楽しむ会 野上千恵子氏 

定員：１０名（先着順） 材料費：３００円 

申込み；岩室図書館へ（電話 0256-82-4433） 

（申込み受付は，９月１８日（土）午前１０時から） 

 



 

 

 

 

 

 

子どもたちが本に親しみ，読書習慣を身につけることができるよう，子

どもと読書に関わる関係者が連携し，読書指導について理解を深めるこ

とは大切なことです。今年度，学校図書館支援センターでは初めての試

みとして，新潟市立総合教育センターとの共催で，教師と学校司書とが

一緒に受講する読書指導の研修会を行いました。 

講師に新潟大学教育学部准教授 足立幸子先生をお迎えし，アメリカ発

の読書指導法「リテラチャー･サークル」について演習と講義という形式

で教えていただきました。「リテラチャー･サークル」とは，５人１組で

同じ本を読み，それぞれに割り当てられた役割（思い出し屋・質問屋・

段落屋・イラスト屋・ことば屋）になって読み取ったことや感じたこと

を話し合う手法です。１冊の本をいくつかの範囲に分け，範囲ごとに役

割を交代しながら読んで話合いをしていきます。１冊読み終わる頃には，

様々な着眼点からの読み方や自分の考えを表現する機会を体験します。 

受講された皆さんは熱心に演習に取り組み，活発な話合いをしていました。講義では講師から「リテラチ

ャー・サークル」の理論や実施する際のポイントなどを詳しく解説していただき，アメリカの学校図書館の

様子もあわせて紹介していただきました。 

研修後のアンケートでは，「授業の中で取り組んでみたい」「学校に戻って他の教員にも教えたい」「本

を選ぶところで，教員と学校司書が連携できる」といった感想が寄せられました。今後，教師と学校司書が

連携する機会が増え，学校図書館がより活用されることを期待しています。 

 

夏休み中に学校図書館を地域開放している小学校のうち７校で，西川図書館職員に

よるおはなし会が実施されました。「こわいおはなし い～っぱい！」をテーマに，

学校図書館支援担当２人が，妖怪クイズや手遊びを交えて絵本の読み聞かせやストー

リーテリング（素話）を行いました。 

夏の強い日差しにも負けず，大汗をかきながらたくさんの子どもたちが友だちやき

ょうだい，お家の人といっしょに参加してくれました。また，保育園や学童保育から

の参加や，学校ボランティアの方の参加もありました。 

おはなし会で，学校と地域とのつながりを深めるきっかけになってほしいと思います。 

 

巻地区にある両校を訪問し図書室を見学させていただきました。授業の中で絵本を使用したり，電車待ちの時間に

読書をしたりして過ごす生徒さんの話など，日常の図書館活用の様子をお聞きしてきました。学校生活の中で図書室

や読書が今よりさらに身近なものになるよう，これから連携を強化していきたいと考えています。 

 

 西蒲区学校図書館司書「ブックトーク研修会」 

講 師：田村あづさ氏（新潟市立真砂小学校  学校図書館司書） 

研修日：①９月１４日（火）・②２８日（火）・③１０月７日（木）・④２０日（水） 

時 間：午後２時３０分～午後５時 

会 場：西川学習館 
 

 

平成２２年９月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.27 

 

 

講義のほかに，参

加者全員の実習を行

います。 

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 

教諭と学校司書が 

一緒に研修しました。 

 ・講師の足立幸子先生 

・グループに分かれての演習 

越 前 小 学 校  


