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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 45 号 

図書館は皆さんの書斎です。 

岩室図書館 児童感想画展 

読んだ本の感想画を募集します！ 用紙はカウンター

にあります。クレヨン，絵の具など，何を使って描いて

も OK！ 描いてもらった絵は岩室図書館で展示して，

来館された皆さんにご覧いただきます。ぜひご参加くだ

さい。 

対象：市内の幼児・児童 

募集期間：４月２３日（土）～５月３１日（火） 

展示期間：４月２４日（日）～７月５日（火） 

描いた絵を岩室図書館（電話 0256-82-4433）へお

持ちください。 

西川図書館  

一日子ども図書館員 

一日子ども図書館員を募集しま

す。西川図書館で司書の仕事を体験

しませんか？ 

 

日時：５月７日（土） 

午前９時～正午 

対象：市内の小学４～６年生 

６人 ※申込多数の場合抽選 

申込：西川図書館へ 

（電話 0256-88-0001） 

４月１７日（日）～２４日（日）ま

でにお申込ください。 

３月１３日（日），岩室図書館で大人向け

「製本講座」が開催されました。講師はユリ

ユールを楽しむ会の野上千恵子さん。この講

座はいつも好評で，１１人の方にご参加いた

だきました。  

今回は「１つ折中綴じ製本」という方法で本

を作りました。予定時間を越えるほど，参加者

の方々は先生に熱心に質問していました。 

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


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウッホン！としょかん博士じゃ。皆さんはハンディキャップサービスをご存知じゃろうか。小さな活字

が読みにくい方や，図書館へ来るのが困難な方向けの図書館のサービスじゃよ。具体的にはこんなサービ

スがありますぞ！ 

◆在宅障がい者等図書サービス  

 中央図書館では，障がい等で図書館においでになれない方のために，宅配便等で

本や資料の貸出を行っています。（無料でご利用になれます） 

 利用できる方は新潟市在住で 身体障害者手帳または，療育手帳をお持ちの方 

               寝たきり等で来館が困難な方 

               新潟市内の病院・施設に長期入院・入所している方 

 ◆対面朗読サービス 
  中央図書館では，活字による読書が困難な方に音訳者が朗読します。利用は予約制で，希望する利

用日の２ヵ月前から１週間前までにお申込ください。利用日は毎週土曜日，午前１０時１５分～午後

４時３０分（２時間単位で行います）です。他の曜日についてはお気軽にご相談ください。 

  利用できる方は ７５歳以上の方 

          ７４歳以下はハンディキャップサービスの登録をされている方 

            ※登録には，貸出カードのほか「身体障害者手帳」「療育手帳」が必要です。 

どちらのサービスも，申込みは中央図書館（025-246-7700）で受け付けておりますぞ。サービスに

興味のある方，もっと詳しく知りたい方は，資料があるので，職員にお声がけくだされ！ 

２月は読み聞かせのプログラム

について勉強しました！ 

２月は読み聞かせのプログラム

について勉強しました！ 

 

ハンディキャップサービスって？の巻 

としょかん博士 
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◆節電対策について 

東北地方太平洋沖地震の影響に伴う電力不足対応のため，照明や暖房機器等の節電に加えて図書館

の閉館時間を繰上げて，節電を実施します。 

 市民の皆さまには，ご不便とご迷惑をおかけしますが，ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

実施方法：閉館時間の繰上げ 午後５時 

実施期間：平成２３年３月２３日（水）から節電解除の指示がでるまで 

 

西蒲区の図書館 ４月の実施予定 

４月１８日（月）～４月２４日（日） ※この期間は５時閉館です。 

 

◆避難者の方も図書館をご利用いただけます 

東北地方太平洋沖地震により，新潟市内の避難所等にいる被災者の方も，新潟市立図書館の貸出カ

ードの発行ができます。運転免許証や保険証等がありましたらお持ちください。証明証をお持ちでな

い方も登録ができますので，図書館の窓口でお伝えください。 

 どうぞご利用ください。 

 

東北地方太平洋沖地震 

被災者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

西川図書館 

ブッククラブ 

4/16（土） 

午後 2：00～4：00 

西川学習館 

研修室 A 

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。※お茶代 100円 

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 
4/9（土）・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 

乳幼児の子育てに関わるご家族の皆さまを対象に，講師から絵本の楽しさや読み聞かせの大切さを話し

てもらいます。ご夫婦での参加も大歓迎です。お気軽にどうぞ！ 

講師：新潟大学教育学部非常勤講師・西川図書館協議会委員  錦 恵美子さん 

日時：５月１４日（土）午後１時３０分～３時３０分 

会場：西川学習館 １階 講堂 

対象：子どもの読書に関心のある市民など ５０人【締め切り５月７日（土）】参加無料 

保育：要申込 7 ヵ月以上のお子さん 定員９人【締め切り ４月２８日（木）】 

※希望多数の場合抽選 

申込・問合せ：西川図書館へ（電話 0256-88-0001） 

各図書館の行事 

おすすめの一冊 

「チャの絵本」 

ふちのうえ ひろこ/編 

いいの かずよし/絵 

（農文協） 

 

 少しずつ春めいてきた４月。新

潟では桜もこれからですが，鹿児

島などの暖かいところでは一番

摘みのお茶がいよいよ収穫され

る季節です。 

 緑茶にウーロン茶に紅茶。お茶

にもいろいろあるけれど，実はこ

れ，どれも同じ「チャ」という植

物の葉から作られたものなんで

す。「チャ」には発酵を進める酵

素があり，全部発酵したものが紅

茶，半分発酵したものがウーロン

茶，火を通して発酵を止めたもの

が日本の緑茶なんだとか。 

 一年を通じた栽培ごよみに，お

茶と日本の関わりの歴史，奥深い

「チャ」の世界をどうぞご覧あ

れ。 

（西川図書館 廣澤） 

「らくだこぶ書房  

21 世紀古書目録」 

クラフト・エヴィング商會/著 

坂本 真典/写真 

（筑摩書房） 

 

 

 古書店などから出版される，古

書を紹介した古書目録。表題の本

は，らくだこぶ書房という古書店

が出した 21 世紀古書目録です。

21 世紀なのに古書？ そう思わ

れても仕方ありません。だってこ

の目録，西暦 2052 年の未来から

やってきたのですから。 

 2040 年に出版された「出前」

や，2036 年に出版された「7/3 

横分けの修辞学」といった髪型の

シチサン分けについて真面目に

書かれた本など，実物の本の写真

と，解説を交えて紹介されていま

す。タイムトラベラーな気分を味

わえる一冊です。  

（西川図書館 志田） 

「ルラルさんのにわ」 

いとう ひろし/さく 

（ポプラ社） 

 

 

 

ルラルさんは毎日庭の手入

れをします。芝生は，水やりを

したり，伸びた芝を刈ったりし

なければなりません。ルラルさ

んは，芝生の庭が自慢で，とて

も大切にしていて，だれも庭に

入れません。鳥も，ネコも，犬

もみんな追い払います。 

ところがある朝，庭に大きな

丸太がころがっていて，なんと

手まねきしてるではありませ

んか。 

ルラルさんシリーズのほか

の本とは違い，乱暴なルラルさ

んです。いつもの穏やかなルラ

ルさんの笑顔は見られるので

しょうか。 

（西川図書館 高島） 

平成２３年度 西蒲区図書館塾 

子どもと読書 感性を磨き想像力を豊かにするために 



 

 

 

 

○○○ 学 校 図 書 館 支 援 セ ン タ ー 本 格 実 施 ！  ○○○ 

平成２０年度，西川図書館に新潟市初の学校図書館支援センターが設置されました。その後，平成

２１年度は豊栄図書館に，２２年度は白根図書館に設置されました。 

この度，３年間の試行を終了し，次のようになりました。 

【平成２３年度の取組】 

○ １ヵ所増設をして，「中央図書館」に設置する。（全市で４ヵ所） 

（中央図書館を全市における学校図書館支援の取りまとめ役とする） 

○ 設置のない区においても，業務に関する相談・支援や研修受講などについては，全市的な支

援体制をとる。 

西蒲区学校図書館支援センターは，平成２０年度以降西蒲区の小中学校図書館訪問から始まり，学

校図書館に関する研修会や情報交換会の実施，図書館運営や読書活動への支援，調べ学習に利用する

資料の手配など様々な取組をしてきました。そして，子どもたちが豊かな読書経験を重ね，資料を活

用して調べ学習ができるように，学校との連携を深めてきました。 

今後も学校からのニーズの把握に努め，教職員・児童生徒のみなさんのお役に立てるように取り組

んでまいります。 

○○○ 学 校 図 書 館 へ の 支 援 メ ニ ュ ー  紹 介  ○○○ 

   学校図書館の運営や読書推進,授業での資料活用など，お気軽にご相談ください。    

○ 学校図書館に関する相談 

○ 資料提供 

○ 資料搬送 

○ 学校図書館訪問・出前講座 

○ 学校司書研修会 

○ 図書館行事への協力  など 

○○○ 教 科 書 も 借 り ら れ ま す ！  ○○○ 

西川図書館には，教科書見本があります。新潟教科書センター（新潟

市立総合教育センター内）で教科書の選定が済んだあと寄贈されたもの

で，新潟市が採用した教科書のほか，各教科書会社の見本も揃っていま

す。小学校では今年度，新学習指導要領が完全実施されることに伴い，

教科書の内容も昨年度までのものと比べて，読書や資料活用，自分の考

えを表現するといった言語活動が多くなっています。ぜひ教科書を手に

取られて，その違いをご覧ください。 

なお，中学校では平成２４年度に新学習指導要領の完全実施となります。そのため，平成２２年度

中に新しい教科書の検定が文部科学省で実施され，２３年度中に各市町村で使用する教科書の採択が

行われる予定です。 

 

平成２３年４月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.34 

 

 

【昨年度の相談事例】 

・校舎改築に伴う図書館のレイアウトや家具選定  

・リテラチャーサークルやアニマシオンのための本選び 

・図書の廃棄 ・分類番号の付与 

・資料選定のアドバイス，参考書の紹介  

 

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 


