
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩室図書館の資料点数        81,513 点 

蔵書点検で走査した点数       70,930 点 

蔵書点検作業で不明資料となった点数   114 点 

 巻ライオンズクラブ様より，平成２３年度に開館を予定している新潟市立巻図書館の蔵書充実を目

的とした寄附金１００万円を頂きました。これを受けて２月２３日（水），西川学習館において感謝

状贈呈式を行い，八木教育次長から，巻ライオンズクラブ会長 五十嵐 光一様へ感謝状が贈呈され

ました。ご寄附により，国史大辞典，諸橋轍次大漢和辞典など高額な参考図書約６０冊購入しました。 

 西蒲区に新しく開館する新潟市立巻図書館の蔵書として活用させていただきます。ありがとうござ

いました。 
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 第 44 号 

図書館は皆さんの書斎です。 

蔵書点検期間中（2 月 1 日～8 日）は，休

館のため皆さまには大変ご迷惑をおかけい

たしました。おかげさまで，全資料，１点１

点実物とデータを照合し，確認することがで

きました。この作業により，確実な資料管理

と提供を維持することができます。ご協力あ

りがとうございました。 

八木教育次長

中央図書館長 

巻ライオンズクラブ 

 五十嵐 光一会長 西川図書館 

松原館長 

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


 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豊島さんのお話】 

子どもと一緒に本を読むのは楽しい。小さい子どもに読み聞かせを 

すると，子どもが乗り出してくる。子どもの様子を初めて見るお母さんはびっくりするが，

お家でもお母さんに絵本を読んで欲しい。 

学校の朝読書で読み聞かせする場合は設定時間が短いので，まず核となる本を選ぶ。そ

れに合わせて，もう１冊を時間の範囲内で選ぶと良い。核となる本は，季節や行事をみて，

子どもの本として長く読みつがれている本を選ぶ。 

小さい人のいるおはなし会は，年齢にあった本を選ばないといけない。年齢が上がって

も，小さい人向けの本でけっこううまくできる。最後に大きい人向けの話を入れると良い。

いろんな絵本を見て，自分の得意を作る。この１冊は誰にも負けないというものを持つと

自信になる。 

～西川図書館協議会が開かれました～ 

2 月 2 日（水），西川多目的ホールで西川図書館協議会を

開催いたしました。図書館の利用状況と図書館事業や，「図書

館へのたより」，巻図書館の建設計画についての報告がありまし

た。また，来年度の図書館事業や予算について協議しました。 

※新潟市の図書館のホームページ内の“図書館協議会”から，会議の概要や過去の協議会

議事録をご覧いただけます。 

２月は読み聞かせのプログラム

について勉強しました！ 

 

 

4 月から館内に靴のまま 

入れるようになります！ 
  
潟東図書館では，今まで入り口で靴を

スリッパに履きかえて，入館していただ

いてましたが，4 月から，靴のまま入っ

ていただけるようになります。 

 より使いやすい図書館へ変わります

ので，どうぞご利用ください。 

２月５日（土）に，読み聞かせボラ

ンティアの豊島京子さんを講師にお迎

えして，絵本の読み聞かせのプログラ

ム作りについて，勉強会をしました。

２６人の方がご参加くださいました。 

 

２月は読み聞かせのプログラム

について勉強しました！ 

 

ウッホン！としょかん博士じゃ。4 月から新潟市でスタートする新しいサービス「ブックスタート」

はご存知じゃろうか。今回はそれについてご説明しますぞ！ 

「ブックスタート」というのは，すべての赤ちゃんのまわりで楽しくあたたかいひとときが持たれ

ることを願い，一人ひとりの赤ちゃんに絵本を開く体験といっしょに，絵本を手渡す活動じゃ。 

新潟市では，1 歳誕生歯科健診の会場でこの活動を行う予定じゃ。絵本を通して赤ちゃんとの楽し

い時間が持てるように，絵本をプレゼントしますぞ！ 

これを機会に本を好きになってくれると嬉しいのお！ 

ブックスタートは平成 23 年 4 月から始まります！ 

平成 22 年 4 月以降に生まれた，新潟市に住む 1 歳児とその保

護者が対象です。 

 

「ブックスタート」始まりますの巻 としょかん博士 
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行  事 日  時 会  場 内  容 

読み聞かせボランティア 

ステップアップ研修 

3/6（日） 

午前 10：00～午後 3：00 

西川学習館 

研修室 A 

「おはなし会」のプログラムの立て方について。 

講師；元学校図書館司書 鈴木典さん 

※申込みは締切りました。 

岩室図書館 第２回 

製本講座 

3/13（日） 

午前 10：30～午後 4：00 
岩室図書館 

「1つ折中綴じ製本」という方法で本を作成。 

講師；ルリユールを楽しむ会 野上千恵子さん 

※申込みは締切りました。 

西川図書館 

ブッククラブ 

3/19（土） 

午後 2：00～4：00 

西川学習館 

研修室 A 

今回のテーマ図書はありません。自分の好きな本

や最近読んだ本を持ち寄り，お茶しながら読書談

義しませんか。 

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 
3/12（土）・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 

各図書館の行事 

おすすめの一冊 

「なくしたものたちの国」 

角田 光代/著 

松尾 たいこ/著 

（集英社） 

 

 

成子は八歳まで学校で飼って

いる山羊のゆきちゃんと話すこ

とが出来ました。ゆきちゃんの口

癖は「なつかしくなる日がくる」

でした。とても仲良しの二人でし

たが，二年生の夏休み明けに成子

に大きな変化が訪れてしまいま

す。 

松尾たいこのカラフルなイラ

ストをもとに，角田光代が物語を

紡いだ短編集です。二人のイラス

トと文章が，成子の人生を描きだ

します。 

あなたには，大切にしていたの

に知らぬ間になくなっていた物

はありませんか？ 

（岩室図書館 白井） 

 

「大学教授のように小説を読

む方法」 

トーマス・C・フォスター/著 

矢倉 尚子/訳 

（白水社） 

 

 

春からは，本の読み方も新し

く変えてみませんか？ 

長年にわたって文学を教えて

きた大学教授によって書かれた

この本には，普通とはちょっと

違った“本を読むコツ”が，ユ

ーモアと共に書かれています。 

例えば，現代のベストセラー

の中に，シェイクスピアや聖書

からの引用が潜んでいたり，登

場人物の名前の中にも意味が隠

されていたり…。そんな，物語

の中にちりばめられた暗号を見

つけ出すコツを掴む方法を教え

てくれる本です。 

（岩室図書館 片桐） 

「はるまでまってごらん」 

ジョイス・デュンバー/文 

スーザン・バーレイ/絵 

角野 栄子/訳 

（ほるぷ出版） 

 

他の子にはみんな兄弟がい

るのに，スマッジにはいませ

ん。スマッジは葉っぱや雪や泥

で兄弟を作りますが，その兄弟

は一緒に遊ぶことはできませ

ん。さびしがるスマッジに大人

たちは「はるまでまってごら

ん」と言います。そして春が来

て，スマッジは兄弟をさがしに

でかけます。スマッジは兄弟を

みつけることができるのでし

ょうか。 

スマッジをとりまく風景が

とてもきれいで，春が待ち遠し

くなる一冊です。 

（岩室図書館 立海） 



 

 

 

 

○ 学校図書館訪問 16校 

2月 7日（月）～3月 8日（火） ○ 

今年度２回目の訪問を行っています。訪問の対象

校は今年度学校司書が新規採用された学校や要請

のあった学校です。 

今回は，今年度１年間の学校図書館の様子をお聞

きしたり日常業務の相談を受けたりしています。 

例えば… 

・ 学校への貸出図書搬送事業が５月から始ま

ったので，学校司書が市立図書館へ行く手間

を省いて，先生方から公共図書館の本も気軽

に依頼されるようになった。 

・ 朝読書の導入に図書委員会の放送を実施し

ている。 

・ 昼休みを使った読み聞かせ会や百人一首大

会を実施している。 

・ 校舎改築に伴う図書室内のレイアウトや書

架選定についてアドバイスがほしい。 

・ 西蒲区小中学校でこれから導入が予定され

ている図書館管理ソフトの準備について，何

をすればいいのか教えてほしい。 

・ 蔵書の更新について（廃棄と購入）。 など 

１回目の訪問では，学校図書館の運営方針や年間

予定を伺いましたが,今回は読書活動を促進するた

めの方策や具体的な業務相談が話題に上がりまし

た。学校と支援センター相互で，来年度の活動に生

かしていきたいと考えています。 

○ 平成２２年度第３回西蒲区学校図書館 

支援センター運営協議会 ○ 

２月２３日（水）に，第３回西蒲区学校図書館支

援センター運営協議会を開催しました。支援センタ

ーの活動や学校への貸出図書搬送事業についての

報告のほかに，２月１０日（木）に開催されました

市全体の学校図書館支援センター運営検討委員会

の報告も行いました。平成２３年度は，市内４カ所

目の学校図書館支援センターが設置される予定で

す。 

意見交換では，新学習指導要領の完全実施に対応

した資料提供や，地域と学校パートナーシップ事業

と関連した取り組みを進めるようご要望を頂きま

した。また，学校司書の資質向上のために，各学校

図書館の魅力を紹介する機会がこれまで以上にあ

るとよいといった具体的なご意見も頂きました。来

年度の計画に反映させられるよう考えてまいりま

す。 

○  中央区・万代長嶺小学校で  

アニマシオンを見学しました  ○ 

２月１日（火）に中央区の万代長嶺小学校とほん

ぽーと中央図書館，ボランティアグループ『きいち

ごの会』の連携によって行われたアニマシオンの授

業（６年生）を見学しました。 

・ テキスト：『いたずらおばあさん』 

高楼方子/作 フレーベル館 

・ 作戦：どれが本当の話？ 

 

○ 学校図書館支援センター ホームページ ○ 

URL http://www.niigatacitylib.jp/ 

平成２３年１月に公開しました。新潟市立図書

館のホームページ『新潟市の図書館』トップペー

ジの『学校図書館支援サービス』から入れます。

掲載内容は次のとおりです。 

・ これからの予定 

・ 支援内容 

・ 支援センター通信 など 

今後，学校図書館に関連する資料や，支援セン

ターの活動報告などを掲載して，内容の充実に努

めます。ぜひ，ご意見ご要望をお寄せください。 

 

平成２３年３月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.33 

 

 

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 

正式には『読書へのアニマシオン』といいます。

同じ本を読んだ子どもたちが作戦（創造的な遊

び）を実行することで，子どもたちの潜在的な読

む力を引き出し伸ばす読書教育法です。 

http://www.niigatacitylib.jp/

