
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  潟東図書館 休館のお知らせ  
６月２７日（月）～７月６日（水）まで休館します 

６月２７日（月）休館，６月２８日（火）～７月５日（火）蔵書点検，7月6日（水）図書整

理日のため休館いたします。休館中の本の返却はできます。 

休館中は，西川図書館や岩室図書館などの他の新潟市立図書館をご利用ください。 

にし  かん 

平成 23年度 西蒲区ふるさと再発見！ 

幕末に曽根代官を務めた小川善右衛門は，西蒲原や長岡に関する絵や文を残しています。この

講座では，三潟（田潟，大潟，鎧潟）や米納津隕石などについて，お話していただきます。 

日 時 平成 23 年 6月 11 日（土）午後 2 時～4 時 

会 場 西川学習館 講堂（〒959-0422 新潟市西蒲区曽根 1951） 

講 師 田中 洋史さん（長岡市立中央図書館 文書資料室 主事） 

対 象 一般の市民  募 集 20 人（先着順）【締め切り 6月 8日（水）】 参加無料 

問合せ・申込み 西川図書館へ  
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 第 47号 

図書館は皆さんの書斎です。 

子どもたちに，おもしろかった本に

ついて感想画を描いてもらいました。

どれも力作揃い！ぜひご覧ください♪ 

会場 岩室図書館内 

展示期間 ～７月５日（火）まで。 

岩室図書館 

岩室図書館 

七夕が近づいてきました。岩室図書館

では，七夕にちなみ，館内に笹の枝を飾り

ます。皆さん，短冊に願いごとを書いて，

かざってみませんか。 

会場 岩室図書館 館内 

期間 ６月１８日（土）～７月１７日（日） 

※短冊の配布は７月１０日（日）まで。 

 

 

お が わ ぜ ん う え も ん 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月７日(土)に市内の小学校４年生～６年生の７人が司書の仕事を体験しました。 

カウンターでの本の貸出や返却。本を棚に戻す作業。児童書の展示コーナーに自分 

たちでコンピュータを使って探した本の展示や，おりがみでの飾りつけ。 

本の修理の見学などを行いました。参加した子どもたちからは，カウンターでのお 

客様とのやり取りや機械の操作，展示コーナーの作成が面白かったなどの声が聞かれました。 

    

    

          

 

５月１４日（土），新潟大学教育学部非常勤講師・錦 恵美子先生をお 

迎えして講演会を開催しました。乳幼児の保護者や読み聞かせボランティ 

アをされている方など２０人の参加がありました。保育の利用は２人でした。 

「子どもから読んでと言われるうちは，読み聞かせをしてやってほしい」「子どもは大 

人が思っている以上に感性や感情が複雑である」というお話や，同じ題名の絵本でも，

絵の力によって想像の広がりが違ってくるという研究の紹介などがありました。 

 

 

 

平成２３年度 西蒲区図書館塾 

西川図書館 こどもの読書週間行事 

「一日子ども図書館員」 

西川図書館では郷土に関する資料を集めています。 

郷土に関する資料とは 

・新潟県や西蒲原に関する歴史・地理・風土・人物について書かれた本 

・合併する以前に巻町・西川町・岩室村・中之口村・潟東村地域で個人や団体が

発行した冊子などで，内容が地域に関係が深いと思われるもの 

このような資料をお持ちの方は西川図書館へご寄贈願います。中を確認した上

で，新潟市立図書館の貴重な資料として永く保存し活用させていただきます。 

 なお，ご寄贈いただきました資料の取り扱いにつきましては，西川図書館にお

任せいただきたいと存じます。（蔵書に入れない場合は市民に還元する場合もあ

ります） 

・合併す。 

 

 

↑今までに寄贈いただいた資料の

一部です。 

・『よろぶち』 

・『あゝ深川 戦時下の学童たち』 

三津田 宏／編 

・『御竹山の歴史』亀井 功／著 

・『新潟県弥彦山・角田山東縁部丘

陵の地質（矢作丘陵・峰岡丘陵）』

池上 勉／著     など 

いずれも手に入りにくい貴重な郷土

資料です。ありがとうございました。 

 今年の９月に開館予定の「新潟市立巻図書館」の蔵書として役立てて

欲しいと，巻在住の方から『日本古典文学全集 全８８巻』（小学館）

を寄贈していただきました。淡いクリーム色の美麗な装丁の全集で，古

典文学全集として定評のあるものです。ありがとうございました。図書

館では多くの方にぜひ利用していただきたいと思います。 

 
↑寄贈いただいた『日本古典文学全集 

全８８巻』（小学館）です 

 

 

感性を磨き想像力を豊かにするために 

 

子どもと読書 

日時：７月１０日（日）午後１時から 

場所：岩室図書館 ２階 視聴覚室 

講師：野上 千恵子 先生（ルリユールを楽しむ会） 

定員：１０名（先着順） 材料費：４００円 

申込：岩室図書館（TEL 0256-82-4433）へ ※６月１９日（日）午前１０時から申込を受付けます。 

岩室図書館 製本講座 
自分だけのオリジナルの

本を作ってみませんか。ご

参加お待ちしてます♪ 

西川図書館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

西川図書館 

図書館協議会 

6/1（水） 

午後 1：30～3：00 
西川図書館 傍聴できます。定員 10名 

子どもの本勉強サロン 

「発声法について学ぼ

う」 

6/4（土） 

午後 2：00～4：00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

講師：平井葉子さん 

読み聞かせボランティアをされている方ならど

なたでも参加無料 

西川図書館 

ブッククラブ 

6/18（土） 

午後 2：00～4：00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

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 

「新小学校国語教科書へ

の新おもしろ読書指導」 

6/18（土） 

午後 2：00～4：00 

西川学習館 

講堂 

主催：西蒲子どもの本 

講師：足立幸子さん 先着 30名 申込締切 6/8 

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 
6/11（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 

『ラチとらいおん』 

マレーク・ベロニカ／ぶん え 

とくながやすもと／やく 

（福音館書店） 

     

                  

ラチは世界中でいちばん弱

い男の子です。犬を見るとにげ

だすし，くらい部屋や友だちさ

えこわいのです。ある朝，ラチ

が目を覚ますと小さな赤いら

いおんがいて，「つよくしてや

るよ」と言われます。ふたりは

毎朝いっしょに体操をしまし

た。やがてラチは少しずつこわ

いものがなくなり，困っている

友だちを助けられるほど強く

なりました。しかし，ラチには

らいおんとの別れが待ってい

ました。ラチの成長ぶりを味わ

ってください。 

（西川図書館 青野） 

『バドの扉がひらくとき』 

クリストファー・ポールカーティス/ 作 

前沢明枝 /訳 

（徳間書店） 

 

６歳のとき母を亡くした黒人 

の少年バド。施設や里親のもと 

での暮らしはつらく，１０歳に 

なったある日，まだ見ぬ父を探 

しに，たったひとりで旅に出た。 

母が大切にしていたジャズバン 

ドのチラシにのっている写真の 

人を，父と信じて。１９３０年， 

大恐慌のアメリカ。厳しい黒人 

差別のなか，バドは持ちまえの 

明るさと機知とで道を開き，応 

援してくれるすてきな仲間たち 

と出会う。人生の扉を開くパワ 

ーをバドから分けてもらおう！ 

（西川図書館 子安） 

『阪急電車』 

有川 浩/著 

（幻冬舎） 

 

阪急電車今津線の車内で起こ

る小さな事件をオムニバス形式

で楽しめる小説。婚約者を友人

に奪われた翔子は,復讐のため

純白のドレスで披露宴に乗り込

む。その帰りの電車で孫を連れ

た時江に出会って気持ちが変化

する。同じ電車に乗りあわせた

男女に恋が芽生える。出会いは

図書館だ。反対に別れを決意す

る女がいる。みんな通りすがり

だが，少しだけ交差する瞬間が

ある。電車が折り返すと各々の

ドラマにも結末が訪れる。 

（西川図書館 松原） 

 

おすすめの一冊 

岩室図書館 絵本をつくろう 

日時：８月４日（木）・５日（金）・９日（火）・１０日（水） 

   いずれも午後１時～４時（終了時間は予定。時間が延長する場合もあります） 

場所：岩室図書館 ２階 おはなしのへや 

定員：小学３年生～６年生 １０名（定員を超えた場合は抽選）※４日間参加できる方 

材料費：５００円 

申込み受付期間：６月２６日（日）から７月１０日（日）まで 

申込：岩室図書館（TEL 0256-8２-4433）へ 

各図書館の行事 
オリジナルのおはなしを作っ

て，絵本にするよ！世界に一

つだけの本をつくろう♪ 



 

 

 

 

 

学校図書館を訪問しています！  西区・西蒲区の小中学校（４８校） 
５月１８日（水）～６月３０日（木） 

例年，学校図書館支援センターでは，学校図書館の状況や運営方針などを伺うために小中

学校を訪問しています。そして，学校図書館支援センターの支援メニューや事業を紹介する

ことで，学校との連携を深めていく良い機会となっています。さらに図書館を見せていただ

きながら学校司書から具体的な相談を受けたりしています。例えば，「新しい書架を購入予定

だが，どのようなサイズの書架が良いか，また設置場所はどこが良いか？」に対して，既存

書架とのバランスや児童の安全面などの視点から助言をしました。また，ある学校では国語

の授業と連携して，児童が作成した本の帯を図書館で紹介展示している様子を拝見しました。 

新潟市では平成１０年度に学校司書が全小中学校に配置され，その後広域合併を経て，１

８年度に再び全校配置になりました。２２年度には学校と市立図書館間の貸出図書搬送事業

が始まり，２４年度までに小中学校図書館の電算化が予定されています。現在西区では，学

校図書館にコンピュータが設置され，蔵書のデータ化が順次進められています。今後は蔵書

管理や検索が格段に便利になり，学校図書館の機能が充実します。学校図書館支援センター

では，学校図書館がさらに活用されるよう効果的な支援を目指してまいります。 

学校図書館や読書指導関連資料の紹介もしました。（持参資料の一部を掲載）  

『学校ブックトーク入門』高桑 弥須子／著 教文館 2011 

『あなたと読んだ絵本のきろく』柴田 幸子／著 石風社 2010 

『自立した読み手が育つ読書生活デザイン力』杉本 直美／著 東洋館出版社 2010 

『図書館へ行こう !図書館クイズ  2』五十嵐 絹子／編著 国土社 2011 

『一人ひとりの読書を支える学校図書館』野口 武悟／編著 読書工房 2010 
 

読み聞かせ研修会 中之口東小学校 ５/１７（火） 

中之口東小学校で活動しているボランティアグループ「どんぐりの

会」を対象に，読み聞かせ研修会を実施しました。朝学習時の読み聞

かせのあと，和やかな雰囲気の中で反省会が行われ，その後に読み聞

かせの基本や本選びについて勉強しました。 

学校図書館支援センターでは，学校内の読み聞かせ研修会にも協力

させていただいております。 

ホームページを更新しました！  

西川図書館学校図書館支援センターについて，ホームページの内容を平成２３年度用に更新

しました。今後も随時更新しますので，折りに触れてご覧ください。 

○ これからの予定･･･研修など，詳細が決定次第お知らせします。 

○ 支援メニュー･･･学校図書館への支援内容を紹介します。 

○ 支援センター通信･･･毎月発行しています。（西蒲としょかんだよりに掲載） 

○ 平成２３年度の計画･･･月ごとの事業計画です。 

○ これまでの活動･･･平成２２年度の事業内容を掲載しています。 

○ お役立ち情報･･･学校図書館や学校司書関連の情報を掲載します。 

 新潟市立図書館ホームページ「新潟市の図書館」 http://www.niigatacitylib.jp/ 

→ 学校図書館支援サービス → 西川図書館学校図書館支援センター 

 

平成２３年６月    

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.36 

 

 

としょかん博士 

掲載内容 

 

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 

http://www.niigatacitylib.jp/

