
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市立図書館のカードで利用

できます！ 

 
まだお持ちでない方はカードを

お作りします！ 

詳しくはお近くの図書館でおた

ずねください。 

にし  かん 

７月号 

平成２３年７月１日発行 

図書館は皆さんの書斎です。 

発行：新潟市立西川図書館 

〒959‐0422 新潟市西蒲区曽根 2046 番地 

TEL 0256-88-0001 FAX 0256-88-2458 

URL http://www.niigatacitylib.jp/ 

携帯 URL http://www.niigatacitylib.jp/k/ 

Mail nishikawa.cl@city.niigata.lg.jp 
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にしかわ
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いわむろ
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まき

図書館 

 

 第 48 号 

巻図書館 配架ボランティア募集中！ 
巻図書館で，配架ボランティアを募集しています。本棚に分類番号順に本を並

べる作業です。初めての方には，図書館職員が本の配列について簡単な説明を行

います。オープン前から募集いたします。 

   期間：7 月 19 日(火）～22 日(金）・25 日(月）～28 日(木） 

時間：午前 10 時～正午，午後 1 時～3 時 
申込み・お問合せ：巻図書館へ 

電話 0256-73-5066（ 平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

JR巻駅 

西蒲区役所 

至新潟 至柏崎 

巻税務署 

巻中央 I.C 

←巻図書館 

巻バイパス（116号） 新潟方面 燕方面 

新潟 西蒲 メ

ディ カル セ

ンター病院 

旧 116号 

どんぐりの舎 

巻地域保健福

祉センター 

巻総合高校 GS 

 

 

 

9 月１日 OPEN！ 

 
 どんぐりの舎 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6月 11日（土）に開催。定員を超える 55人の 

参加をいただきました。 

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

をたくさん残しています。この講座では，当時の様子を『長岡城之面影』『懐

旧雑誌』という二つの資料から見ていきました。洪水や戊辰戦争など混乱

の多かった幕末の長岡藩をどのように見ていたか，そこから伺える小川善

右衛門の人物像などを分かりやすくお話しいただき，絵や文章で残った詳

細な資料がいかに貴重であるかというお話で締めくくられました。 

活発な質問が出て，参加者の郷土史に対する関心の高さがわかりました。 

 

 

 

平成 23年度 西蒲区ふるさと再発見！ 西川図書館 

お が わ ぜ ん う え も ん 

子どもの本勉強サロン 

「発声法について学ぼう」 
6 月 4日（土）に平井葉子さんを講師にお迎

えして，読み聞かせの声の出し方について学び

ました。「腹式呼吸で発声するとよい」 

「声色をつくらずに自然な声で読 

むほうが本の内容が正確に伝わ 

る」というお話がありました。 

参加者は 25人でした。 

「もっと教室へ本を！ 

～新小学校国語教科書への 

新おもしろ読書指導～」 

6月 18日（土），読書指導サークル「西蒲子ども

の本」主催（共催：西川図書館）で新潟大学 足立

幸子准教授をお招きし，新しい小学校国語教科書

（東京書籍）の特徴や，教科学習と 

読書活動のつながりなどについて，

講演とワークショップを開催しまし

た。参加者は 27人でした。 

西川図書館協議会 

６月１日（水）に 平成23年度 第1回 新潟市立西川図書館協議会を 

開催しました。９月に開館予定の巻図書館の施設や職員体制，学校図 

書館支援センターの業務について活発な意見が出されました。 

議事録の概要版はホームページにアップしましたので，ご覧ください。 

 

 

講師：田中 洋史さん 
   （長岡市立中央図書館 

 文書資料室 主事） 

 

潟東図書館 

毎年，魚沼市
うおぬまし

守門
す も ん

地区では「夏休み絵本村」が開催されています。「絵本村」の近くには，小さな

絵本の家「ゆきぼうし」があります。その裏には“フーの木の森”が広がり，夏のきびしい暑さを

忘れさせてくれます。森からのさわやかな風を感じながら，読書を楽しんでみませんか。 

日程：潟東ゆう学館 午前 9時出発 

 午後 4時 30分 解散（予定） 

行き先：魚沼市須原
す は ら

 「夏休み絵本村」守門交流促進センター 電話 025-797-4511 

          絵本の家「ゆきぼうし」        電話 025-797-2330 

自己負担：保険料実費（当日いただきます） 

募集：小学生以上のお子さん，保護者 35 名 

昼食：各自でご用意ください。 ※守門交流促進センター内食堂のお食事が予約できます。 

                 ご希望の方は参加申込時にお申し出ください。 

持ち物：飲み物，ごみ袋，帽子，汗拭きタオルなど（虫さされにご注意！） 

申込み：潟東図書館へ【募集期間 7月 3日（日）～7月 31日（日）】※定員になり次第終了 

    （電話 0256-70-5141） 

募
集
！ 



  

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

岩室図書館 

製本講座 

7/10（日） 

午後 1:00～4:00 

岩室図書館 

２階 視聴覚室 

講師:ルリユールを楽しむ会 野上 千恵子さん 

定員 10名 材料費 400円 

定員に達しました 

岩室図書館 

「折り紙でアサガオ

を咲かせよう」 

7/16（土）～8/31（水） 
岩室図書館 

児童コーナー 

折り紙でアサガオを作って，図書館をアサガオ

で満開にしませんか。 

※紙はカウンターにあります。 

西川図書館ブックク

ラブ「ホームズと歩く

ロンドン」 

7/16（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

プレゼンター:小林 由美さん 

ホームズ好きのみなさん，集れ！ 

直接会場へお越しください。 

一日子ども図書館員 

7/24（日） 

午前 9:00～正午 
岩室図書館 

小学生 4 年生～6 年生 3 名（定員を超えた場

合は抽選）申込:岩室図書館へ【締切 7/10】 

7/31（日） 

午前 9:00～正午 
西川図書館 

小学生 4 年生～6 年生 6 名（定員を超えた場

合は抽選）申込:西川図書館へ【締切 7/17】 

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 
7/9（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 

『ぶどう酒びんのふしぎな旅』 

アンデルセン/原作  

藤城 清治/影絵 

町田 仁/訳 

（講談社）              

 胴体が割れて首と口だけにな

ったぶどう酒びん。びんは遠い

昔を振り返ります。燃え盛る炉

の中で芽生えた命。上等酒を満

たされ美しい娘に買われ，全て

が輝いていた若い頃。その後の

数奇な旅と永遠と思える様な時

を経て，今，貧しい老女のもと

で，深く思い起こしているので

した。アンデルセンが物語る，

出会いとすれ違い，巡り合わせ

が織り成すふしぎな旅へ，藤城

清治氏の幻想的な影絵が誘いま

す。鮮やかな光から生まれる繊

細な影の美しさをご堪能くださ

い。    （潟東図書館 小平） 

 

『船乗りサッカレーの怖い話』 

プリーストリー/著 

デイヴィッド・ロバーツ/画 

三辺 律子/訳 

（理論社） 

激しい嵐の夜，古い宿屋で父 

親の帰りを待つイーサンとキャ 

シー。そこに，全身ずぶぬれの 

男がやってきます。サッカレー 

と名乗るその男は，嵐がおさま 

るのを待つあいだ，怖い話が大 

好きな２人に海にまつわる不思 

議の数々を語ります。怖くて残

酷，けれど続きを聞かずにはい

られない。イーサンとキャシー

同様，怖いもの見たさでぐいぐ

いと話に引き込まれます。そし

てこの奇妙な物語の後には，予

想外の展開が待っています。 

   （潟東図書館 五傳木） 

 

『プラントハンター』 

西畠 清順/著 

（徳間書店） 

         

 

植物をハントする職業とは，

いったいどんな世界なのか。植

物卸問屋の息子が語る，人生を

決めた植物との出会い，親子の

確執，そして世界のハンター達

との交流と競争。植物のもつ癒

しのイメージとはかけ離れた熱

いビジネスの世界と，植物にと

りつかれた人びとの興奮が伝わ

り，中・高校生にもぜひ読んで

ほしい一冊です。 

さらに深く知りたい方には

『プラントハンター』白幡洋三

郎／著（講談社学術文庫）がお

勧めです。（潟東図書館 小野寺） 

 

おすすめの一冊 

   

各図書館の行事 

日時：８月２０日（土）午前１０時３０分～１１時３０分 

場所：西川図書館 ※直接会場へどうぞ！ 

かみしばいの読み手さん大募集！ 
お友だちの前で元気よく演じてみませんか。職員と一緒に事前に練習します♪ 

定員：小学校 3年生以上 3人 ※応募多数の場合抽選 

申込：西川図書館へ【締め切り ７月 28日（木）】 



 

 

 

 

 

学校図書館訪問，ご協力ありがとうございました！（西蒲区・西区小中学校と西特別支援学校４８校） 

 ５月中旬に西蒲区からスタートした学校訪問。その先々で，読書や図書館を活用した調べ学習に対する実践的な取組や，

本の展示・掲示・館内表示などのさまざまな工夫を見せていただきました。忙しいなか，対応に時間を割いてくださった先

生方と司書の皆さん，どうもありがとうございました！ 今回は，西蒲区の学校図書館で見つけたすてきな工夫を２件紹介し

ます。 

学校図書館で見つけた！キラッと光るアイディア 

本の展示ケース（潟東南小学校）  

 

表紙を見せる展示は効果バツグン。図書館内の雰囲気を，

本の個性で表情豊かにもしてくれます。でも，ちょっと気

になるのは日焼け。この展示ケースは，陽ざしなどから優

しく本を守ってくれ，「読んでみてね」と呼びかけるような

楽しさがあります。教育コーディネーターと司書の共同製

作による，ハートフルグッズ！ 

※ケースは，新着図書のケースを使って作り，倒れないようにしてあります。 

   何でも調査コーナー（巻東中学校）  

 

「調べたいことの相談を受け付けますよ！」とクマさ

んが迎えています。こんな案内表示とミニコーナーを

置くことで，「調べてみよう」「質問しよう」という気

持ちがグーンとアップするのでは？  

図書館は，読書とともに調べる場でもあることを伝

えたかったそうです。実際，先生や生徒さんからの調

査相談が増えてきたようだ，とのことです。 

❐ 平成２３年度第１回 西川図書館学校図書館支援センター運営協議会の開催  
  開催日:６月２９日（水）会場：西川学習館 参加者：１２名（内 西川図書館職員３名）  

教育総務課から，市全体の支援センターの取組についてと学校図書館電算化に関

する説明がありました。西蒲区教育事務所杉浦指導主事からは，区内の学校訪問を

とおしての学校図書館に関する報告がありました。その後，支援センター側からは，

平成２２年度の事業報告と２３年度の事業計画について説明をしました。意見交換

では，学校側から「冊数だけでなく読書内容をいいものにしたい。支援センターか 

らも，おすすめの本について情報を提供してほしい」，「司書はそれぞれ工夫をして仕事をしているので，いい事例につい

て紹介し合う機会があるといい」など，具体的な意見が出されました。今後の支援センターの運営に生かしてまいります。 

夏の支援メニューをどうぞ！ ※ 研集会は希望参加。会場は西川多目的ホール・西川図書館です。  

❐ 学校司書実務研修①「資料活用研修」 ７月１５日（金）午後２時～４時４０分 

調べ学習の際の，先生や子どもたちへの対応方法や有効な資料についての研修です。 

❐「教諭と司書連携研修会 子どもが喜ぶ！授業づくり講座」 ８月２２日（月）午前９時～１２時 

総合教育センターとの共催で，ちょっとした工夫で子どもがイキイキする読書活動を紹介します。  

夏休みには，滞在型の西川図書館で，知の冒険をお楽しみください。学校図書館支援コーナー（教科書も揃

っています）の資料も，じっくり手にとってご覧ください。  

 

平成２３年７月    

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.3７ 

 

 

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 


