
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 11月 3日（水） 

① 午前 10 時 30分～12時 

② 午後 3時～午後 4時 30分 

会場 西川多目的ホール（西川図書館内） 

※当日直接会場へおこしください 参加無料 

上映作品 

① 午前 10時 30分～12時 

 『注文の多い料理店』『どんぐりと山猫』『ともだちや』 

② 午後 3時～4時 30分 

 『長くつ下のピッピ』 
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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 39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 

講師 菅
すが

原
わ ら

 峻
たかし

氏（図書館計画施設研究所所長） 

日時 11月 6日（土） 午後 2時～4時 

会場 西川学習館 講堂 

定員 100人 

主催・申込み先 西川図書館 

       （℡0256-88-0001） 

締め切り 10月 31日  

参加無料 

 

いろんな人がいろんな使い方をするのが 

まちの図書館です。 

図書館をもっと知り，賢く利用するために，この講

座に参加してみませんか？ 

夏休み期間中に行った「絵本をつくろう」で小学生が作った作品を図書館内で展示します。 

子どもたちが作った布張りの本の中の，自由に考えて作ったストーリーや絵をぜひご覧ください！！ 

↑集中して製作中 

■岩室図書館 （月曜休館日） 

期間：10月 27日（水）～11月 3日（水） 

■西川図書館 （金曜休館日） 

期間：11月 9日（火）～11月 14日（日） 

 

問合せ：各図書館へ 

 

西川図書館・岩室図書館 共催 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１１日（土）に講演会「ファンタジーの扉をあけて」を開催しました。

講師に敬和学園大学教授の金山愛子さんをお迎えし，１９人の方にご参加い

ただきました。 

【金山先生のお話】 

いまの日本の家族崩壊や日本社会のゆがみについて，それらは日本の歩んできた道であり，家庭

のゆがみによるものだと思う。また人の想像力が欠如すると自分と違う人を排除しようとしていじ

めが起こる。人の心が干からびていて水分が必要。読書は心の栄養となり心を耕すものである。子

どもは，魔法の言葉で自分の世界を作り遊ぶ力がある。しかし子どもには限界があるので，ファン 

タジーが良い相手となる。 

センダックの『かいじゅうたちのいるところ』では，マックスがごっこ遊びをし乱暴な力を解放

する。マックスは非現実の世界で冒険しそしてもとの世界に戻ってくる。その間わずかであるが，

マックスは親には見えない成長を遂げている。それを月の形の変化で表している。 

巻図書館を応援する会が贈る 

秋のスペシャル講演 

講師：金山亮太氏（新潟大学准教授） 

第２回 １０月１７日(日)午後２時～４時『ジキル博士とハイド氏』 

第３回 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 参加無料 

   

（Ｂ級編） 

講座 イギリス文学シリーズ その３ 

岩室図書館では，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；火曜～金曜 9：00～10：00 

※初めての方は毎週木曜日の説明会にご参加く

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；岩室図書館 

問合せ；岩室図書館へ（電話 0256-82-4433） 

 

配架・書架整理ボランティア 

西川図書館 おはなしコーナー 

お手紙おかえしします 
おはなしコーナーのポストへたくさんの

お手紙，ありがとうございます。書いてもら

ったお手紙は，西川図書館のおはなしコーナ

ーで，一定期間掲示したらお返ししていま

す。お子さんが丁寧に書いたお手紙，ぜひ記

念にお持ち帰りください。図書館であずかっ

ておりますので，職員にお声がけください。 

書いてくれたお友達には，ポストのおばさ

んからしおりのプレゼントもありますよ。 

９月 11 日の第１回目は『ソロモン王の洞窟』。映画「インディ・ジ

ョーンズ」の原型ともいわれるこの物語について語っていただきました。

当時のイギリスは産業革命で急速に発展し，識字教育によって新たに労

働者層が読者となりました。男の友情や冒険など気軽に読める内容で，

著者の南アフリカでの体験も織り込み，この物語を書いたといいます。

現代でもこのテーマは，映画「００７」や「ルパン 3 世」などに取り入

れられています。熱心な１０人の参加者はメモを取り，講演の後は，当

時のイギリス階級についてなど多くの質問が出ました。 

 まだ申込み

可能です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめの一冊 

「チビ竜と魔法の実」 

富安 陽子/著 

（偕成社） 

 

 

 

マンションに住む信田家
し の だ け

に，あ

る日ちっちゃな竜が入ってきて

おふろばに巣をつくってしまい

ました。でも，近所の人や学校の

友達には相談もできません。それ

はママの正体が人間に化けたキ

ツネだから。3人の子どもは人間

とキツネのハーフです。出入りし

ている親戚はキツネで，いつもや

っかいごとを持ちこみます。 

たのもしくて陽気なママとの

んきなパパ，キツネ一族の不思議

な力を受けついだ子どもたちが

協力して解決していきます。 

（西川図書館 高島） 

 

 

「巡礼」  

橋本 治/著 

（新潮社） 

 

 

主人公はゴミ屋敷の住人。ワ

イドショーで見る彼は，激しい

剣幕で隣人を寄せつけず，周り

から孤立し自分だけの城を守っ

ているようにも見える。彼は，

貧しい戦時下に少年時代を過ご

し，戦後復興する日本を生真面

目に生きた男。働き者で弟思い

の荒物屋の長男が，なぜ家族も

稼ぎ手としての道も失ったの

か。着々と変化する時代を背景

に，家の中で起こる出来事が歴

史となっていく。孤立した男の

守る家とは，そして，その魂を

見届けるのは？ 

（西川図書館 廣澤） 

 

 

「もりのえほん」 

安野 光雅/絵 

（福音館書店） 

 

 

 秋も深まり，木々も色づき

始めました。この絵本の中の

森では，木の一本一本が，生

き生きと描かれています。 

しかし，一見するとただの

“もりのえほん”ですが，注

意深く，よーく見てみ る

と・・・あるしかけ
・ ・ ・

があちこ

ちに隠されているのです。 

どんなしかけが隠れている

か，わかるでしょうか？ 

巻末に答えが書かれている

ので，確認してみてください。

読み終わったあと，何度も何

度も開いてみたくなる一冊で

す。  （西川図書館 本間） 

                 

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） 

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歳児とその保護者向けの読み聞かせ 

おはなしのじかん 
10/9（土）・10/23（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） 

10/16（土） 
（※毎月第 3土曜日） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 2階 

研修室Ａ 

※部屋は変わることも

あります 

10月のテーマ図書 

 ｢ショスコム荘｣ 

-『シャーロック･ホームズの事件簿』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』 →終了しました。 

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  参加無料 

杉みき子さん講演会 

わたしとふるさとと文学につ

いて 

12/11（土） 

午後 2:00～4:00 

西川多目的ホール 

（西川図書館内） 

ふるさとをどう感じ，いかに描いてきたか，ふりかえっ

てお話してもらいます。 

定員：350人 参加無料 

申込み：西川図書館へ【締め切り 11/30（火）】 

 



 

 

 

 

                                  

 
 昨年度に好評だったブックトーク研修会を，今年度も実施しています。  

ブックトークとは子どもと本を結ぶ方法のひとつで，本についての話をするこ 

とや本を紹介することをいいます。紹介する人が生の声と表情でその本の魅力 

を紹介するので，直接的で，読書が尐し億劫という子どもにも効果的な紹介方 

法です。もっと学校の中で活用されてよい手法だと思います。 

 講師の真砂小学校田村司書からは，毎回きめ細やかな講義と実習指導をして 

いただいています。１４名の受講生の皆さんは，真剣に課題の本を読み，それ 

と併せて紹介する本を選び，更にシナリオを作るという作業に取組んでいます。 

この一連の作業を通して，本を見る目や本の核心をつかむコツが尐しずつ身についていくので，選書の研修にも

なっています。 

さて，学校ではいろいろな場面でブックトークを行うことができます。学習に使う本や発展学習の本を授業の

中で紹介したり，朝学習や読書の時間などにおすすめの本を紹介したりすることなどです。教諭と学校司書が連

携して行うことで図書館活用・資料活用が更にすすむとよいと思っています。 

 

● ブックトーク研修は 4 回コースの研修です。研修日：９月１４日（火）・２８日（火）・１０月７日（木）・２０日（水）●  

 

   

９月８日（水）巻北小学校でかねてよりお願いしていた，小学校の教諭と学校司書の情報交換会が開かれ学校

図書館支援センターからも参加しました。市小研というのは，正式には新潟市小学校教育研究協議会といい，教

職員の自主的研修組織です。普段は，教諭部と司書部に分かれて研修していますが，今回特別に合同で開催して

いただきました。 

支援センターの経緯や活動内容を簡単に説明したあと，意見交換をしました。支援センターにどんな相談がく

るのか，支援センターのない区は相談できないのかとか，支援センターの今後の配置予定など，皆さんの関心の

高さが感じられました。 

また，学校図書館のコンピュータ化についての質問も出て，コンピュータ導入への強い期待が感じられました。

来年度から教科書が変わるので，学習にあわせた資料リストの作成を教諭と学校司書が協働してするとよいと

か，その際に教諭からの働きかけが大切であるなどの意見がでました。しかし，一方で支援センターの役割がま

だ教諭の皆さんに広く浸透していないこともわかり，広報の必要性も感じられました。 

また，７月２７日の学校図書館活用研修会に参加した先生からは，教諭と学校司書が一緒に研修を受けたこと

は大変よかったという意見をいただきました。教諭と司書が協力・連携して資料を集めたり資料リストを作成し

たり，また一緒の研修を受けることは，学校図書館が教育活動に役立つために，また学習効果をより高めるうえ

で大切なことだと考えております。支援センターでは，今回の情報交換会の意見を参考に，市小研との協力・連

携をより強くしていきたいと思っております。 

 

◇ 西蒲区学校図書館支援センター運営協議会  １１月１日（月）開催予定     

 
 

 

 

平成２２年１０月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.28 

 

 

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 


