
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもご協力ありがとうござ

います。 

西川･岩室･潟東図書館の書架

整理ボランティアは随時募集中

です。問い合せは各図書館まで。 

図書館の「レファレンスサービス」をご存知ですか？司書が図書館の資料や検索ツールを使用し

て，皆さんの調べものをお手伝いするサービスです。 

今年度いただいた具体例をここでご紹介しましょう。 

 

例）●新潟甚句の踊りを解説したものが見たい。 

●小学 1 年生向けに読み聞かせする絵本は何がよいか。 

  ●前川清の率いるバンド名は？ 

  ●理学療法士の仕事内容と資格の取り方を知りたい。 

  ●ミニコミ誌の紙面構成の参考になる資料はないか。 

  

 

 

 

「こんなちょっとしたこと聞いてもいいの？」 

「他愛もないことなんだけど・・・質問しちゃっていいかしら？」 

どうぞ職員にお声がけください。ご利用をお待ちしています♪ 

にし  かん 

８月号 

平成２３年８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/ 
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9 月１日 OPEN！ 

ちょっとした質問から長年の疑問まで 

ただし，学校の宿題の答えは自分で見つけてくだされ。自分で学んでこその

宿題ですからな。資料を探すお手伝いや，資料の使い方などのアドバイスは，

手助けさせていただきますぞ。 

新たな本との出会

いがあり，読書が

楽しくなった 

健康のために

やっています 

友だちが増

えました 

ウッホン！ 

巻図書館 9月 1日（木） 

ＯＰＥＮ！ 
開館に向けて，7/19（火）～7/22（金）

と，7/25（月）～7/28（木）の期間，多く

のボランティアの方に，書架整理などをし

ていただきました！おかげさまで，館内も

だいぶ図書館らしくなってまいりました。 

ご協力ありがとうございました！ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

岩室図書館  

 

 

 

 

７月１６日（土）は特別プログラムで開催しま

した。日本シャーロック･ホームズ･クラブ会員で

ある小林由美さんをプレゼンターにお迎えしま

した。 

ロンドンの風物の写真をプロジェクターで映

写しながら解説していただき，参加者の皆さん

と，ホームズ談義に花を咲かせました。参加者は

１０人でした。 

次回のブッククラブは，８月２０日（土）です。 

引き続きホームズをテーマにお送りします。 

テーマ図書は「金縁の鼻眼鏡」（『シャーロック･ 

ホームズの帰還』に収

録）です。 

 

 

～寄稿文募集のお知らせ～ 

潟東図書館は平成２３年８月１日で開館１０周年を

迎えました。皆さまのご支援･ご協力に心からお礼を申

し上げます。 

現在，図書館では記念行事の準備を進めており，皆さ

まの声を集めた記念パンフレットの発行を計画してお

ります。潟東図書館にまつわる思い出などをお寄せくだ

さい。パンフレットは１０月３０日の開館記念行事で配

布いたします。たくさんの募集をお待ちしております！ 
 

●文字数：お一人１００字程度 

●様式：潟東図書館に標準の様式をご用意しています。 

ご利用ください。 

●しめ切り：平成２３年９月３０日（金） 

●受付：潟東図書館カウンター 

（メール・FAXでもお送りください。）   
 

    〒959-0505新潟市西蒲区三方 10番地 

TEL・FAX 0256-70-5141 

    E-mail katahigashi.cl@city.niigata.lg.jp 

  

 

 

 

7 月 12 日（火）・13 日（水）に小針中学校 2 年生 4 名，7 月 20 日（水）・21 日（木）に西川中学

校 2 年生 6 名が，西川図書館へ職場体験に来てくれました。 

 職員から図書館の仕事について説明を受けた後，実際にカウンターに立って本の貸し出しや返却

の体験をしたり，返却された本を棚の所定の位置に戻したり，図書館の本を使って調べ物をしたり，

図書館業務の一部を体験してもらいました。  

 

              

 

職員が利用者に

親切に対応して

いると感じた 
場所を間違え
ずに本を棚に
返すので気を
使った 

レファレンスは
難しい 

 

願いが叶いますように 

 

 

本を縫っているところ 

製本講座 ７月１０日（日） 

 定員を超える１４名の方々が暑い中，一冊の本

を作る作業にご参加いただきました。作業中も参

加者の方からさまざまな質問が出て，予定時間を 

  超える盛況ぶりでした。 

 

七夕かざりの短冊を書こう  

6 月１８日（土）から７月１５日（金）まで 

来館された方が思い思いの願いを短冊にし 

たためてくださいました。  



  

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

「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折って，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 

子どもの本勉強サロン 
8/6（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

子どもを対象とした活動を行っている人たちの

ための交流の場です。お茶代 100円 

岩室図書館 

夏休みお楽しみ会 

8/20（土） 

午後 3:30～4:00 

岩室図書館 

2F 視聴覚室 

こわいお話や楽しいお話など，どんなお話がとび

だすかは，当日のお楽しみ 

かみしばい大会 
8/20（土） 

午前 10:30～11:30 
西川図書館 

中学生と保育の勉強をしている学生の皆さんが

読み手です。どなたでもお楽しみください。 

西川図書館ブッククラブ 
8/20（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

シャーロック・ホームズについて話し合います。 

直接会場へお越しください。お茶代 100円 

えほんよみかたりの会ス

ペシャル 

8/21（日） 

午後 2:00～3:00 

西川図書館 

(おはなしコーナー） 

職員とボランティアの皆さんとで読み聞かせを

します。夏らしい絵本をお楽しみに 

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 
8/13（土）・27（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 

潟東図書館 臨時休館のお知らせ 

8月 16日（火）はおまつり広場のため休館します 

おすすめの一冊 

『ぼくのしっぽは？』 

しもだ ともみ/作  

（講談社） 

 

 

「どうしてぼくにはしっぽが

ないんだろう？」そう思ったら，

いてもたってもいられない。し

っぽを探しに出かけよう！ 

 出会った動物たちは快くしっ

ぽを貸してくれました。どれも

とっても便利で素敵。でもすぐ

に「やっぱりかえして」ってや

ってくるんだ。それぞれのしっ

ぽには役割があるんだって。 

 巻末にはしっぽの作り方もの

っています。しっぽがないなら

作っちゃえ！ 

（岩室図書館 宗村） 

 

『「怖い」が，好き！』 

加門 七海/著 

（理論社） 

 

 

 

怖い話は好きですか？ 大

嫌い！ という人もいるかも

しれませんね。 

 でもどうして怖い話は「怖

い」のになくならないのでしょ

う。不思議に思った人は，この

本を読んでみてください。 

怖いおばけの秘密と一緒に，

おばけがいるということは，そ

んなに悪いことばかりでもな

いのかもしれないと教えてく

れる本です。 

   （岩室図書館 片桐） 

 

『もういちど読む山川世界史』 

「世界の歴史」編集委員会/編 

（山川出版社） 

 

 

 

学生時代，歴史の授業は好き

でしたか？ 本書は以前使われ

ていた高校の教科書をベースに

一般読者向けに書かれた本で

す。本文以外にも「観光旅行の

はじまり」，「自動車とハリウッ

ド映画」などのコラムとコロン

ブスやナポレオンなどの人物紹

介もあり，楽しく世界史が学べ

ます。 

 学生時代に歴史が好きだった

人も嫌いだった人も，高校時代

を懐かしみながら，本書で歴史

の復習をしてみるのも良いので

はないでしょうか。 

（岩室図書館 立海） 

NO 

PRINT 



 

 

 

 

第１回西区・西蒲区学校図書館司書実務研修会 

７月１５日（金） 学校司書４１名が参加 

 今回は「資料活用」

と「資料提供」に関す

る研修会をしました。

「資料活用学習への

対応方法について」と

いう講義の後，グル 

ープに分かれ「資料の相談受付から提供まで」を演習

として行いました。参加者はお互いに，勤務校のやり

方を話し合ったり，アドバイスをしたりしていました。

また，西川図書館の書架に当たって必要な資料を探す

場面では，複数の司書の目で探すことで，多様な資料

を選ぶことができました。続いての事例紹介では，坂

井輪小学校の渡邊実和司書から，毎月先生方に今年度

の資料活用の参考として，前年度の資料利用実績を伝

えているなどの話をお聞きしました。学校司書から先

生方に働きかけて，資料活用の効果を上げていくこと

が大切であるといった内容で，参考になるものでした。 

 学校司書は，より適切な資料提

供のために，調べる事柄について

の具体的な聞き取りや内容把握に

努めます。先生方からも，積極的

にお声がけください。 

西区の学校図書館訪問で見つけた！ 

キラッと光るアイディア 

６月に西区の小中学校図書館を訪問した際に，紹介

していただいた様々な取り組みの中から，２校の工夫

例を紹介します。 

新聞を読もう！  小針小学校の新聞紹介  

 ５・６年国語教科書の単元

教材として，新聞が取り上げ

られています。新聞をもっと

身近に感じて読んでもらう

ために，子どもたちの興味を

惹く記事を掲示して，新聞を

アピールしています。 

本を活かす！  赤塚中学校図書館の図書展示  

図書館に入ると，すぐに迎えてくれる図書展示テーブ 

ル。個性豊かな表情の本や雑誌が，数多くレイアウトさ 

れ，入館者の目をグ

ッと引きつけます。

手書きコメントや本

の帯を再利用したポ

ップも効果的です。 
 

夏休み学校図書館地域開放支援 おはなし会 

６校で実施します！ 

今年度は，学校司書や地域教育コーディネーター，

読み聞かせボランティアと連携して行っています。 

学校図書館を会場に，小学生・保護者・未就学児・

地域の皆さんの交流が進むきっかけになればと思って

います。お子さん連れでどうぞご参加ください。 

おはなし会のテーマは「世界一周 夏の旅」です。 

学校名 開催日 

漆山小学校 ７月２５日（月） 

巻南小学校 ７月２６日（火） 

巻北小学校 ８月３日（水） 

升潟小学校 ８月１１日（木） 

中之口西小学校 ８月２３日（火） 

松野尾小学校 ８月２９日（月） 
 

教諭と司書連携研修会 

「子どもが喜ぶ！授業づくり講座」のご案内 

学校図書館を活用した言語活動の指導例や，子ども

たちの読書活動を充実させる事例をご紹介します。９

月から実践していただける，ちょっとした工夫をお持

ち帰りください。まだ申込を受け付けておりますので，

西区と西蒲区の小中学校宛てに発送しました案内をご

確認ください。参加をお待ちしております！ 

日時：８月２２日（月）午前９時～１２時 

会場：西川多目的ホール・西川図書館 

講師：総合教育センター 真田節子指導主事 

申込先：西川図書館 

 

平成２３年８月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.38 

 

 

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 


