
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リードくん 

フルートと筝による魅惑のデュオ 
～和と洋・夢の饗宴～ 

日時：10 月 30 日（日）午後 3時～4 時 30 分 

場所：潟東ゆう学館 2 階視聴覚室  
定員：90名（要申込） 参加費：大人 200円，中学生以下無料 

申込：潟東図書館 TEL0256-70-5141 ※10 月 2 日（日）から受付。定員になり次第終了。 

解説 

清水研作さん 

筝 

中川佳代子さん 

フルート 

清水理恵さん 

にし  かん 

９月号 

平成２３年９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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9 月１日 OPEN！ 

―開館記念事業― 

としょかんに いGO
ご

て！ 
日時：9月 10 日（土） 

   午後 1時 30分～3時 30分 

場所：巻地域保健福祉センター 

越王太鼓の演奏や，フラダンス，

のぞきからくり紙芝居風「八百屋

お七」，巻の民話がたりなど，楽し

いイベント盛り沢山です！ 

天野尚氏講演会 

ファインダーから

見た自然～世界と

新潟から～ 
日時：9月 25 日（日） 

午後 2時～4時 

場所：巻地域保健福祉センター 

どちらも参加無料！

申込不要です♪ 

直接会場へ！！ 

問合せ：巻図書館 

TEL 0256-73-5066 

巻図書館読み聞かせボランティアグループ 

「おはなし るんぷんぷん」が誕生！ 
 今年度の読み聞かせボランティア養成講座の修了生で結成され

たグループです。巻図書館などで活動します。 

 巻図書館「おはなしのじかん」 
毎月第 2･4日曜日 午後 1時 30分～2時（おはなしコーナー） 

２０１１年８月

１日で１０歳に

なりました！ 

鯛車が寄贈 

されました♪ 
       8月 9日に「鯛車復活 

プロジェクト」（巻地 

区）様から，巻図書館 

に鯛車１台が寄贈され 

ました。製作者の長嶋 

さんが直接お持ちにな

り，説明をしていただきました。巻

図書館内に展示しています。ほのぼ

のとした雰囲気が漂っています。 

かもんちゃん 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 21 日（日），「えほんよみかたりの会 ス

ペシャル」を開催しました。 

 西川図書館などで活躍中の読み聞かせボラ

ンティア「ゆめのたね」と「まつぼっくりの会」

の方を読み手に，時間を 1 時間に拡大して行い

ました。10 人の方がおいでくださいました。 

 

西川図書館 

8 月 20 日（土），かみしばい大会を開催

しました。 

西蒲区の中学生 3 名と保育の勉強をして

いる学生 1 名が演じてくださいました。 

初めての体験にとても緊張した様子でし

たが，お客様は皆さん楽しんでくださいま

した。 

来場者は 30 人で 

した。 

 

8 月 7 日（日）に，魚沼市須原の「夏休み絵本村」と，絵本の家

「ゆきぼうし」を見学してきました。たくさんの絵本を楽しみ，「ゆ

きぼうし」裏の「フーの木の森」で思いきり遊ぶことができました。 

潟東図書館 第１０回「夏休み絵本村」へ行こう！ 

楽しかったね！ 

岩室図書館 

8 月 4･5･9･10 日の 4 日間開

催しました。 

 7 名の参加者が自分でお話を

考え，世界に 1 冊しかない素敵

な絵本を作りました。 

 今後展示会を予定しており

ますので，ぜひ図書館へ足を運

んでください。 

 

西川図書館 

「夏休み絵本村」会場 絵本の家「ゆきぼうし」 

岩室図書館 

 7 月 24 日（土）に，小学校 4 年生から 6 年生の

4 人が図書館の仕事を体験しました。 

本を返却したり，お客様に貸し出したりするほか，

実際に本の修理も体験しました。子どもたちが一生

懸命仕事に取り組む姿を見たお客様から，「がんば

ってね」と声をかけ 

られる場面も見られ 

ました。 

普段見ることので 

きない図書館の仕事 

を実際に経験し，ま 

た参加したいとの声 

が聞かれました。 

 
7 月 31 日（日）に西川図

書館でも体験がありまし

た！ 



   

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

西蒲子どもの本例会 

「世界の民話を読もう」 

9/10（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

主催：西蒲子どもの本 

小 3教科書で紹介されている民話 

西川図書館ブッククラブ 
9/17（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

『ことば』に関する本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 

子どもの本勉強サロン 

-読み聞かせボランティ

ア交流会- 

10/1（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

図書館や学校などで読み聞かせボランティアを

されている方対象の，ボランティア交流会です。 

申込不要。※参加無料 

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 
9/10（土）・24（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 

おはなしのじかん 
9/11（日）・25（日） 

午後 1:30～2:00 

巻図書館 

（おはなしコーナー） 

ボランティアグループ「おはなし るんぷんぷん」

による読み聞かせ（幼児から） 

各図書館の行事 

 
 西川まつりで行われる，傘ぼこ行列。今年は「傘ぼこサミット・イン・

ニイガタ」も開催されました。 

西川の傘ぼこをはじめ，県内各地の傘ぼこが集まって，新潟祭りのキラ

キラパレードへも参列しました。図書館では郷土の伝統の「傘ぼこ」をよ

り多くの方に知ってもらうため，資料を集め展示しました。 

おすすめの一冊 

『おたすけこびと』 

なかがわ ちひろ/文 

コヨセ・ジュンジ/絵 

（徳間書店） 

 

ある日，おかあさんが息子の

お誕生日にケーキを作ろうと思

いました。そこで，こびとさん

たちにケーキ作りをお願いする

ことにしました。電話で申し込

むと，さっそくこびとたちが仕

事にとりかかりました。さて，

こびとたちはどうやって大きな

ケーキをつくるのでしょう。 

 「おたすけこびと」のシリー

ズは他に２冊出ています。どの

本もこびとたちが大活躍しま

す。   （岩室図書館 川崎） 

『おいしいハンバーガーのこわい話』 

エリック・シュローサ， 

チャールズ・ウィルソン/著 

宇丹貴代実/訳 

（草思社） 

 

この本は 10 年前に世界的なベ

ストセラーになった『ファストフ

ードが世界を食いつくす』をティ

ーンエイジ向けに書きなおし，新

しく内容を加えたものです。アメ

リカならではの問題もあります

が，肥満だけでなく，おいしいハ

ンバーガーにはさまざまな問題

がかくれていました。 

カロリーや味，体重を気にかけ

るだけでなく，食べ物の中身や栄

養まで考えて食べてみません

か？   （岩室図書館 甲斐） 

『空飛ぶタイヤ』 

池井戸 潤/著   

(実業之日本社) 

 

 

中小企業赤松運送のトレーラ

ーが起こしたタイヤ脱落による

死亡事故。原因は整備不良か， 

それとも構造上の欠陥なのか。

赤松は，いわれのない誹謗中傷

と闘いながら，事故の真相を追

い続けます。 

巨大企業のリコール隠しを軸

に，銀行，マスコミ，そして被

害者家族，それぞれの思惑や人

生が交差していきます。果たし

て赤松は，愛する家族と社員を

守り抜けるのか。 

(岩室図書館 田中) 

西川図書館で展示をしました 



 

 

 

 

総合教育センターと共催  

教諭と司書連携研修会 

「子どもが喜ぶ！授業づくり講座」を，開催しました! 

８月２２日（月）の午前中，総合教育センター指

導主事真田節子先生を講師に迎え，図書館を活用し

た授業づくりの研修を行いました。新学習指導要領

のポイントの解説に始まり，短歌の本を使った話し

合いやおすすめの本を紹介する演習も組み込み，参 

加者同士の交流も含め充実した研修会となりました。 

 参加しやすい開催時期の検討が課

題ですが，今後も継続し，教諭と司

書の協働による図書館運営や授業づ

くりの一助となることを願っていま

す。                                                                      

平成２４年度 中学校教科書見本 

西川図書館では  

９月からご利用いただけます。 

来年度から中学校で使用される新し

い教科書の各社見本を，新潟教科書セン

ター（総合教育センター内）から寄贈し

ていただきました。各出版社の３学年

分，合計１３１冊を，西川図書館の学校

図書館支援用図書コーナーでご利用い

ただけます。（最寄りの図書館で借りる

こともできます）また，新しい中学校国

語教科書に関連する図書約１７０冊を

始め，学習活動に役立つ資料を準備中で

す。教科書と併せて，こちらもご利用く

ださい。 

夏休み学校図書館地域開放支援 おはなし会   

～小学校６カ校で，楽しい会になりました～ 

今年は学校の先生や司書の皆さん，また地域教育コーディ

ネーターの皆さんとの連携も広がり，より親しみのある会に

なりました。テーマは「世界一周 夏の旅」。図書館には，日

本や外国の本がたくさん揃っていて，いつでも「世界の旅」

ができます。おはなし会でいろいろな国の作品に触れたこと

をきっかけに，これからも読書をとおして，心はずむ「世界

の旅」を楽しんでもらいたいと思います。  

 

中之 口 西 小学 校  升潟 小 学 校  

  

この２校のほか，巻南小・漆山小・巻北小・松野尾小で行いました。 
 

西蒲区の学校図書館で見つけた！ 

キラッと光るアイディア 

読書は，やっぱり＂質＂もたいせつ！ 

 

中之口西小学校で，夏休み学校図書館

地域開放のおはなし会が終わったあと，図

書館主任の若月先生からお話を伺いました。 
 

「楽しい読書をより充実させるための工夫

として，貸出冊数とともに，中之口地区の

おすすめブックリストの中から１５冊読め

ると，《チャレンジ賞》をあげています。」 
   

９月からは，写真のような手作りの賞状（チ

ャレンジ賞）やメダル（パーフェクト賞）をプレ

ゼントする計画もあるそうです。心の中でずっと

生き続けるような，力の 

ある楽しい本とたくさ 

ん出会ってほしい，そ 

んな願いが熱く伝わる 

ようなお話でした。 

ご案内 学校図書館司書実務研修会② 「蔵書更新のための研修」  

 各学校の蔵書更新についての課題や，役に立つ資料の情報を交換し合い，

蔵書の内容をよりよくするポイントを学びましょう！「この本は除籍してよ

いかどうか」，などの疑問点を事前に寄せていただき，当日の研修内容に生か

します。 ※参加の学校司書は校内で着用の名札をご持参ください。 

9 月 15 日（木）小新中学校 

  20 日（火）升潟小学校 

  29 日（木）黒埼南小学校 

時間：午後 2 時 30 分～4 時 30 分 
 

 

 

平成２３年９月    

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.3９ 

 

 

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  


