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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 4１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 

ウッホン！としょかん博士じゃ。ずいぶん久しぶりじゃな。今回は，新潟市立図書館から

のお知らせをお伝えしますぞ！  
 

12／6（月） 豊栄図書館もなかま入り 
 豊栄図書館がオンライン化するんじゃ。これで，新潟市立図書館全18館が統一さ

れ，１枚のカードで１８館の利用ができるようになり，ますます便利になりますぞ！ 
 

12／6（月）～ インターネット予約が変わります 
パソコンからの予約が，「予約かご」方式に変わりますぞ！ 何冊かまとめて予約

するとき，貸出カード番号やパスワードの入力などが，1度ですむんじゃ。 

なに？ 上下巻など，借りる順番を指定して予約もできるのか！ う～ん，これは便

利じゃな！ 詳しくはHPや，チラシをご覧あれ！ 
 

12／15（水）～ 年末年始の休館のため，3週間貸出になります 
 12/29(水)～1/3(月)まで，図書館は休館になるんじゃ。 

そのため，12/15(水)から12/28(火)の貸出を，3週間に延長しますぞ。図書館

が休みの間，ゆっくりと読書を楽しんでくだされ！ 

 

 
 

  

11月 6日（土），菅
すが

原
わ ら

 峻
たかし

氏（図書館計画施設研究所所長）を講師にお迎

えして，講演会「みんなの図書館･わたしたちの図書館」を開催しました。 

西川図書館は，開館 5周年を迎えました。菅原さんは，図書館は 5年で

1 歳だとおっしゃいました。西川図書館が大人としての成人式を迎えるに

は 100 年かかります。図書館は本の森。その森を育てるのは住民です。図

書館は誰のものですか。図書館は，お腹の中の赤ちゃんからお年寄りまで， 

みんなのもの。「住民の，住民による，住民のための図書館」であるべき。本を借りない人にも，そ

の人の座る場所があります。図書館が良くなるのも，ダメになるのも住民の力によるところ大です。 

たくさんの方に参加していただき，とても有意義な講演会になりました。 

菅原さんが発行されている「としょかん村」は，西川図書館で見ることができます。ぜひどうぞ。 

巻図書館２階 利用について 

11 月 2 日（火），西蒲区役所において，第１回

巻図書館２階活用検討委員会が開催され 

ました。次回は 12 月 3 日（金）です。 

巻図書館イス選定会 

11 月 30 日(火) 19:00～ 会場；西川多目的ホール 
  

館内に置く，イスやソファを選ぶため， 

現物を市民に見てもらう会を催しました。 

西川図書館５周年記念 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 今年は秋葉紙しばいクラブ「青空」の方々をお招きして，紙し

ばいを上演していただきました。『おねぼうなじゃがいもさん』

『たべられたやまんば』など臨場感あふれる楽しい上演でした。

また潟東図書館ボランティアグループ「ひまわり」の皆さんと，

『ふるさと』などのなつかしい曲を歌いました。また，映写会も

行い，盛りだくさんな一日となりました。 

 

西川図書館所蔵複製絵画ギャラリー 

11/9(火)～14(日) 

80 点ある複製絵画を多目的ホールに展示し

ました。早速借りていく方がいらっしゃいまし

た。リストではなく現物が見られてよかった，

などの感想をいただきました。まだ借りたこと

がない方は，どうぞご利用ください！ 

利用者懇談会 11/13(土) 

利用者の方と，直接意見を交換する懇談会を開催し

ました。参加者から，開館時間をもっと早くしてほし

い，地域館の祝日を開館してほしいなど，予定時間を

超えていろいろな意見や質問をいただきました。 

また，図書館へのご意見につきましては，いつでも

お気軽にお寄せください。 

西蒲区ふるさと再発見 

「曽根代官所の誕生について」11/21（日） 
 

亀井功氏による，曽根代官所についての成立時

期と社会的背景を中心にしたお話しでした。古文

書を示しながらのお話しでしたが，わかりやすく 

解説していただき，受講者の

皆さんから喜ばれました。定

員20人を上回る31人の参加

がありました。 

イギリス文学シリーズその３ 

ヴィクトリア朝後期の怪奇・空想小説 

（B 級編）11/14(日) 

第 3 回「ドラキュラ」 
 

西川図書館サポーターと

の協働事業として，全 3 回の 

講座を開催しました。講師の金山亮太氏から，講

座名は“B 級”でも，内容は A 級の興味深いお

話しをしていただきました。11 人の参加者から

いろいろな質問がありました。 

 

11 月 17 日（水），ボランティアの方からご協力をいただき，

西川図書館南側の生垣のレッドロビンを剪定しました。 

夏の間に成長した枝や葉を取り除いて，さっぱりとしました。年々枝も 

太くなり，剪定作業も大変になってきました。 

これからもボランティアの皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

11 月 7 日（日） 

潟東図書館 

ボランティアグループ「ひまわり」

の皆さんと『ふるさと』熱唱中 

同時開催 古本市 

市民の皆さんから持ち寄っていただいた本を 1277 冊リ

サイクルできました。残った約 800 冊は図書館前のエント

ランスで配布しています。本を提供してくださった皆さん，

ご協力ありがとうございました。 

奮闘中！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめの一冊 

「ひぐまの冬ごもり」 

加納 菜穂子/ぶん 

滝波 明生/え 

（新日本出版社） 

 

 熊は自然界の中で本来どんな生

活をしているのでしょうか？ こ

の本には，著者が実際に見聞きし

た事をもとに，ひぐまの夏の終わ

りから春にかけての様子が描かれ

ています。 

 北海道では，８月の終わりから

冬に備えて毛のはえかわりが始ま

ります。徐々に冬ごもりの準備を

行って，12 月，根雪になると同時

に冬眠に入ります。絶妙なタイミ

ングで進む冬眠の準備や穴の中で

の出来事，春に穴から出てくる時

の様子など，自然の中の熊の様子

をご覧ください。 

 （西川図書館 柵） 

「トメック さかさま川の水１」 

ジャン＝クロード・ムルルヴァ/作 

堀内紅子/訳 

（福音館書店） 

 

 

 平和な日々を送っていたトメッ

クはある日，自分が退屈しているこ

とに気づきます。そこへ，とてもき

れいな少女があらわれ，生まれて初

めて恋をします。さらに，少女が探

しているという川のことが頭から

離れません。その川は海から山へさ

かさまに流れていて，行き着いた先

にある水を飲むと死ななくなると

いうのです。トメックは旅立ちま

す。少女の後を追い，川を目指す中

で，素敵な人々に出会い，不思議な

体験をします。 

（西川図書館 青野） 

 

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 
12/11（土）・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 

子どもの本勉強サロン 
12/4（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。 

西川図書館開館 5周年記

念講座 「良寛」第２回 

12/5（日） 

午後 2:00～4:00 
西川学習館 講師：加藤僖一氏満員御礼！締め切りました 

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 

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。また，作家として子どもた

ちに伝えていきたいことについてもお聞きします。 

西川図書館ブッククラブ

（読書会） 

12/18（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 

12月のテーマ図書 

 ｢ノーウッドの建築業者｣ 

-『シャーロック･ホームズの帰還』に収録 

クリスマス行事「おはな

し会とたのしい工作」 

12/19（日） 

午前 10:00～11:30 

潟東ゆう学館 2階 

第 2研修室 

おはなし会と，クリスマスカードを作ります。 

定員 20名（小学生まで）参加無料。潟東図書館まで。 

英語で楽しむ 

クリスマスのおはなし会 

12/19（日） 

午前 10:30～11:10 
西川図書館 
（おはなしコーナー） 

クリスマスや冬の絵本を英語で楽しもう！英語がわ

からない方も大歓迎です！（対象:小学生以上） 

ボランティア交流会 2010 
12/19（日） 

午後 3:00～4:30 

西川学習館 2階 

研修室Ａ 

ボランティア同士の交流や図書館へ言いたいこと，

聞きたいことみんなで話し合いませんか？ 

問合せ：西川図書館へ 

 

「フェーヴ お菓子の 

中の小さな幸福」 

 磯谷佳江/著  

（二見書房） 

 

 フランスには 1 月に家族や友人

が集まって食べる伝統菓子，「ガレ

ット・デ・ロワ」があります。その

中には，フェーヴと呼ばれるそら豆

サイズの陶磁器がひとつ入ってい

て，切り分けた中からフェーヴが出

てきた人は，その日の王様になるこ

とができるのです。 

 バリエーションの豊富さと緻密

な細工に驚きます。中には日本の

「ねこバス」や，羊羹で有名な「と

らや」のデザインのものも。グリコ

のおまけなどで小さなおもちゃに

慣れ親しんでいる日本人の目にも

楽しい 1 冊です。  

（西川図書館  志田） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度第 2 回西蒲区学校図書館支援センター運営協議会を

11 月 1日（月）に開催しました。 

教育委員会教育総務課からは夏休み中の学校図書館地域開放の様

子や，市内小中学校の学校図書館蔵書冊数・児童生徒の貸出状況の

報告があり，中央図書館からは市内 3 つの学校図書館支援センター

（西蒲区，北区，南区）の取り組みや市立図書館としての学校支援 

について報告がありました。その後，西蒲区学校図書館支援センターのこれまでの事業報告し，今

後の研修会などの方向性について意見交換を行いました。なかでも「学校図書館活用研修会」（7 月

実施）や「新潟市小学校教育研究協議会学校図書館部との情報交換会」（9 月実施）に関連して，事

業計画における具体的な助言や，新たな研修方法についてご意見をいただきました。今後の参考に

させていただきたいと考えています。 

 

 

 

西川図書館では例年，学校や保育園を訪問して読み聞かせや本の紹介をする「出前講座」を行なってい

ます。今年度も 9 月から始めていますが，学校図書館支援担当は主に学校に伺っています。これまで巻北

小学校，潟東東小学校，越前小学校におじゃましました。どの学校のお話会でも，とても楽しんで聞いて

くれる児童の皆さんに出会うことができ感謝しています。普段の学校生活の中に読書がきちんと位置づけ

られているからこそだと思います。 

さて，今年度の特徴は，学校から本の紹介「ブックトーク」をしてほしいという要望が多いことです。

授業の単元に合わせたテーマでという要望もあり，担当の先生と打ち合わせをしながら内容を組み立てて

います。また紹介する本については学校司書と打ち合わせをすることもあります。来年度は学校司書との

連携を更に進め，より授業や読書活動に生かせるようにしていきたいと考えています。 

 今年度はこのあと，西特別支援学校，岩室中学校，漆山小学校，松野尾小学校，中之口西小学校に伺う

予定になっています。 

今

後

の
予

定 

◎西蒲区学校図書館司書研修会 

内容 ① 講演 テーマ 「教科学習に役立つ学校図書館」 

講 師 新潟市立赤塚小学校長 小竹 正子 様 

② 授業への資料提供等実態調査について 

③ グループ別実践発表 

日時 12 月 22 日（水）午後 2 時 30 分～4 時 30 分 

会場 西川多目的ホール 

 

 

平成２２年１２月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.３０ 

 

 

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 


