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平成２３年１０月１日発行 

図書館は皆さんの書斎です。 

岩室図書館 

夏休みに子どもたちが 4 日間かけて作っ

た，世界でたった一つしかない絵本。子ど

もたちからお借りして，一斉に展示しま

す！ぜひこの機会，ひとりひとりの個性あ

ふれる絵本をご覧ください♪ 

日時：１０月２５日（火）～ 

１１月３日（木） 

場所：岩室図書館 １階 

 ラウンジコーナー 
 

日 時：10 月 29 日（土） 

午後 1 時 30 分～3 時 

会 場：西川学習館 2 階 研修室 A 

問合せ：西川図書館 

  

 

みんなで図書館のことをざっくばらんに話

し合いましょう。ご意見や疑問のある方，他

の利用者の方と交流したい方，この機会にぜ

ひご参加ください。 

平成 23（2011）年度 

申込は不要です。どなたでもお

気軽にご参加ください。 

当日，直接会場へどうぞ。 
※西川地区に限らず，巻・岩室・潟

東・中之口，西蒲区以外の区の方

も大歓迎です♪ 

 

日 時：11 月 5 日（土） 

     午前 10 時 30 分～正午  

会 場：西川学習館 ２階 和室 

対 象：公共図書館や学校，地域で読み聞かせ 

をしているボランティア など 

講 師：西川図書館 司書 子安洋子  

定 員：先着２０名  締切 10 月 19 日（水） 

申込先：西川図書館 

  

   

西蒲区図書館塾 

「おはなし会」で活用できるわらべうたなどを西

川図書館の職員が，実技を交えてお伝えします♪ 

たくさんのご参加，お待ちしています！ 

岩室図書館 

来年の手帳を自分の手で作ってみません

か。 

日時：１１月２０日(日) 

午前 10 時 30 分～午後４時 

場所：岩室図書館 ２階 視聴覚室 

材料費：６００円 定員：10 人 

申込：岩室図書館 TEL：0256-82-4433 

10 月 23 日（日）午前 10 時から受付 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

のぞきからくり紙芝居風 

「八百屋お七」の熱演！ 

開館記念式典ではテープカットも行われ

ました。 
ボランティアに

よる絵本の読み

聞かせ 

開館と同時に

多くの方にご

来館いただき

ました！ 

 

たっつぁん＆本沢あきよしの熱唱！ 

大人顔負けの「Smile Kid’s」 

小学生によるフラダンス♪ 

巻図書館の開館を記念し，「巻図書館を応

援する会」のボランティアとの共催で「図書

館にい GO て！」を開催しました。２２３人

もの大勢の方においでいただき，大盛況でし

た。 

迫力満点の越
こし

王
わ

太鼓！ 

巻図書館の開館を記念して，天野尚さんの講演

会を開催しました。 

撮影で出かけた世界各地の様子やエピソード，

新潟県内や佐渡の自然の現状と問題点など，多岐

に渡るお話をしていただきました。講演会に参加

された皆さんは熱心に耳を傾けておられました。 

１５７人もの方に参加していだきました。 

他にも巻に伝わる民話の語りや，ブ

ックトークが行われました。 

巻地域保健福祉センター 

―開館記念事業― 

たいぐるま 

リードくん 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

西川図書館ブッククラブ 
10/15（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

9月に引き続き，テーマは「ことば」です。 

直接会場へお越しください。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 
10/8（土）・22（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 
10/9（日）・23（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 

第１部：記念式典＆講演会「地震，津波，原発，そして平和」－福島第一原発事故から考える－ 

    講師 庭田 盛範さん（元加茂暁星高等学校理科（物理）担当教諭） 

第２部：記念コンサート「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） 第一部 午後 1 時～2 時 30 分 

第二部 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：第一部は入場無料。第二部は大人 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。 

かもんちゃん 

２０１１年８月

１日で１０歳に

なりました！ 

おすすめの一冊 

『地球のかたちを哲学する』 

ギヨーム・デュプラ／文・絵  

博多 かおる／訳 

（西村書店） 

 

 

 地球は「丸い」が，当たり前と

なる前，人は地球がどんな形だと

考えていたのでしょう。 

 世界各地のさまざまな時代に

考えられた地球のイメージを，し

かけ付きで紹介。大地が大きな亀

の上にのっていたり，水牛が角で

支えていたり。なんでこんな風に

考えたのかと興味深いものがた

くさん。かのコロンブスも，地球

は洋梨のかたちのようだと思っ

たのですって。 

 人間の想像力って面白い！と

実感する一冊です。 

   （西川図書館 志田） 

『モリくんのおいもカー』 

かんべ あやこ/作 

（くもん出版） 

 

 

 こうもりのモリくんがさつ

まいもで「おいもカー」を作り

ます。ドライブの道中，おなか

をすかせた動物たちに出会う

たびに，削って食べさせるの

で，おいもカーは穴だらけ。壊

れて動かなくなり，落ち込むモ

リくんですが・・・。 

 おいもカーの意外な結末は

びっくり，にっこり，楽しい。

動物たちの表情は何度読んで

も見飽きません。 

柏崎市在住の著者による初

めての絵本作品。 

  （西川図書館 加藤） 

『ガスタンク・グラフィティ』 

渡邉 雄介／著   

(TOブックス) 

 

 

 よく見かける丸い通称ガス

タンク，正しくはガスホルダ

ー。都市ガスを減圧するため

のもの。工場地帯にあるわけ

でなく住宅の間に唐突に現れ

る感じや，周りの景色との対

比に魅せられ，全国各地に撮

影に出かける著者。西蒲区の

「がっとくん・ひかりちゃん」

や「鯛車」も載っています。

地図情報付きなので眺めに出

かけてはいかが。どこか表紙

の写真に見覚えがあるような

気が。 

（西川図書館 高島) 



 

 

 

第2 回西区・西蒲区学校図書館司書実務研修会～蔵書の更新～ 

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 参加者 ３９人 

    ３校の小中学校にご協力いただき，学校図書館を会場に「蔵書の更新」につい 

て研修会を開催しました。学校図書館が活発に利用される要素の１つに，新鮮かつ豊

富な蔵書構成があげられます。書架の前に立ったときに，子どもたちが手に取りたい

と感じるような本，調べものに対応できる本を揃えることが大切です。一方で，発行

後年数が経っても基本図書として所蔵し，必要に応じて買い替えをして提供していき

たい本を把握することも必要です。そこで今回は， 

現場である学校図書館の書架をモデルに，除籍候補資料や継続的な保存や 

更新が必要な資料を選び，内容確認や意見交換することで，蔵書更新の考 

え方を深めていただきました。参加者は勤務校での様子やこれまでの経験 

を紹介し合いながら取り組んでいました。研修会後には，「会場校の蔵書構 

成が参考になった」「学校図書館が会場で，具体的に本を手に取ることができて分かりやすかった」などの感

想がありました。今後の蔵書更新に際し，今回の研修内容も生かして，魅力的で使いやすい図書館作りを続

けていただければと考えております。 

読み聞かせボランティア勉強会 

９月２６日（月） 西区：木山小学校 参加者 ５人 
学校図書館で見つけた！キラッと光るアイディア 

木山小学校ボランティアのみなさんは，これまでも読

み聞かせの実践を重ねられていますが，より磨きをかけ

るために勉強会を企画されたそうです。勉強会では校長

先生から学校の取り組みについて，司書の先生からは学

校図書館の様子について，地域教育コーディネーターか

らはボランティアさんの活動についてお話を聞きまし

た。西川図書館からは読み聞かせの基本などについて実

演を交えながら説明をしました。ボランティアさんから

は，聞き手の学年にあわせた絵本の選び方や読み方など

について質問をいただき，その回答には熱心に耳を傾け

ていました。また，質問の中で手遊びを紹介してほしい

との要望をいただき，参加者全員で楽しく実演しました。 

     今回の勉強会が学校とボランティア 

さんとの連携を深めるよい機会にな 

ったのではないかと思いました。 

木山小学校図書館では，何 

を読んだらよいか迷っている 

こどもの本選びのきっかけに 

なるように，おすすめシリーズ 

のチャレンジカードを用意して，読み終わると

認定書を渡すなど，いろいろな取り組みをして

います。高学年が絵本のシリーズを読むことも

あり，まずは，本との繋がりを大事にしている

とのことです。昼休みには，絵本のシリーズに

挑戦している６年生と低学年のお子さんが１冊

を一緒に読んでいたり，時には６年生が読み聞

かせたりと，ほほえましい姿を見かけることも

あるそうです。読書はちょっと苦手と感じてい

る子どもたちも「読んでみよう」という気持ち

にさせる楽しい働きかけです。 

第２回西川図書館学校図書館支援センター運営協議会を開催します 

今年度これまでに実施した事業を報告し，協議会委員からご意見・ご要望を伺います。 

日時：１０月３１日（月）午後３時３０分～４時４５分 会場：西川学習館 ２階 研修室Ａ 

 

 

平成２３年１０月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.40 
 

 

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 


