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 第 52号 

にし  かん 

11 月号 

平成２３年１１月１日発行 

図書館は皆さんの書斎です。 

鎧郷保育園 

めぐみ保育園 

岩室保育園 

 西蒲区の図書館では毎年，希望のあった西

蒲区の保育園や幼稚園，学校などで，読み聞

かせやブックトークといった出前講座を行

っています。今年も多くのご希望をいただき

ました。 

 図書館の職員と一緒に，多くの読み聞かせ

ボランティアさんにも出前講座にご協力い

ただいています。参加されたボランティアさ

んからは， 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

など現場ならではの感想をいただいています。 

子どもたちの反応がよく，楽しかったで

す。 意外な本が子どもたちには大ウケで驚

きました。 

 どんな絵本を読もうか悩みます。で

も，子どもたちの素直な反応がうれし

くて，充実した時間です。 

10 月 1日に西川図書館で開催したところ，西蒲区以外からの参加 

も含め 15人が集まりました。自己紹介しながら普段悩んでいること 

や今思っていることを話してもらい，そのあと意見交換をしました。読み聞かせにはどんな本を選

んだらいいか毎回悩んでいる。どうしたら読み聞かせが上手になるのか。小学校の低学年と高学年

とでは違うので，どのように対応したらいいのか。などなど，それに対して，私はこんなふうにし

ているという話を聞いて，安心する場面もあり，有意義な交流会となりました。また来年度開催し

たいと思っています。 

実際に絵本を読んで

くれる人もいました 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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１部には 45 人の方にご参加いただきました。潟東図書館の 

10 年間の歩みを振り返る式典ののち，講演会では難しいテーマを 

非常にわかりやすくお話しいただきました。 

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。最近では郷土に関するこんなご質問がありました。 

 

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～」 

 第２部には 83 人の方にご参加いただきました。音楽家・清水研作

さんによる心に響くお話と解説，清水理恵さん（フルート）と中川佳

代子さん（箏）によるすばらしい演奏でした。「またこのようなコン

サートを開催してほしい」という声をたくさんいただきました。 

かもんちゃん 

Q.曽根にも白根のような凧合戦があったようだが・・・？ 

旧吉田町では鉄道の関係で凧を揚げていたことがあるようで，その資料に「曽

根の凧合戦が終わった」という記載があったと記憶している。ということは，曽

根でも凧合戦をしていたということだと思うのだが。 

A. はい。過去に曽根でも凧合戦がありました。 

大正 4 年 6 月の新潟新聞に「曽根村の凧合戦初日は 15 日午後開始され壮絶なる試合

あり…」と記事があります。大正元年越後鉄道開通記念に出された絵葉書に越後曽根

凧協会の写真が載っています。春耕や田植えと忙しい農作業後のひととき，吉田の凧

合戦で曽根と交歓試合をしていたようです。昭和の初め頃は，善光寺の河原を会場に，

大きさ 6 尺×10 尺程の六角凧を揚げて綱を切り合う凧合戦を楽しんでいたようです。 
 

参考：『新潟新聞』『西川町史考 その 32』『越後吉田町毛野賀
も の が

多里
た り

 第三号』 

日 時：12 月 4 日（日） 

    午前 10 時 30分～正午  

会 場：西川学習館 ２階 和室 
申  申込：語り手を希望する方は 11月 20日（日）までに西川図書館へ。 

   聞く方は当日直接会場へお越しください。 

   

西川図書館 
昔ばなしや物語を覚えて何も見ないで語ることを，「おはなし」とか「ストーリーテリング」

などといいます。語れる人，語りたい人，聞きたい人が集まって，語りの会を開きます。 

 

語り手募集！！ 

お気軽にお尋

ねください。 

講師 庭田さん 

日 時：12 月 17日（土） 

    午前 10 時 30分～正午  

会 場：西川学習館 ２階 和室 
申込：読み手を希望する方は 12月 4日（日）までに西川図書館へ。 

聞く方は当日直接会場へお越しください。 

読み手募集！！ 

西川図書館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事 日  時 会  場 内  容 

西蒲子どもの本例会 

「動物と人間のかかわり

をを描いた本」 

11/12（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 

会員による朗読や，読んできた本の感想や情報交換

など。申込不要。 

西川図書館ブッククラブ 
11/19（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

11月のテーマは「本のほん」です。 

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 
12/3（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 

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 
11/12（土）・26（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 
11/13（日）・27（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） 

『世界 130カ国自転車旅行』 

中西 大輔／著 

（文藝春秋） 

 

 

 

 

 著者の中西大輔さんは，大学を卒

業して会社勤めを６年間し，1,000

万円貯めてから自転車で世界旅行

に出かけました。11 年 3 カ月で世

界を 2 周し，パンクは 300 回以上，

訪れた国は 130 カ国，移動距離は

15 万 1,849 キロメートルにもなり

ました。 

過酷な冒険の中で世界中の人た

ちの親切にふれながら出会いと別

れを繰り返す場面や，長い旅を終

える決断をするときの心の描写が

印象深く残ります。 

（西川図書館 齊藤） 

各図書館の行事 

 返ってきた本を棚に戻したり，本棚で迷子になっている本を元の場所に戻す作業を

お手伝いしてくださる方を募集します。ご協力をお願いします。 

 活動日時：毎週火曜日 午前 9 時～10 時 ※12/6 から開始します。 

事前の申し込みは不要です。活動日に直接巻図書館へおこしください。 

初めての方には作業についてご説明いたします。皆さんのご都合の良いときにお手伝

いをお願いします。 

おすすめの一冊 

『りんごのきにこぶたがなったら』 

アニタ・ローベル／え 

アーノルド・ローベル／ぶん 

佐藤 凉子／やく 

（評論社） 

 

 

市場でまるまる太ったこぶたを

買ったおひゃくしょうとおかみさ

ん。二人で世話をするからと買っ

たのに，おひゃくしょうさんはた

いへんななまけものだったので，

ぐうぐう寝るばかりでちっとも手

伝いません。おかみさんが文句を

言っても今度，今度と言うばかり。 

とうとう我慢ができなくなった

おかみさんは，おひゃくしょうさ

んがびっくりして思わず飛び起き

るような手を使いました。たいへ

んななまけもののおひゃくしょう

さんと，働きもののおかみさんの

やり取りが楽しい一冊です。 

  （西川図書館 本間） 

『すべらない敬語』 

梶原 しげる／著   

(新潮社) 

 

 

 

 皆さんは，「お話になっていらっ

しゃる」「存じ上げております」「お

申し出下さい」「おビール」という

表現を耳にして違和感を感じるも

のがあるでしょうか。 

敬語は約 50 年間，「尊敬語，謙

譲語，丁寧語」の３つと指導され

てきました。しかし現在は，2007

年２月に国の文化審議会が出した

「敬語の指針」によって，５分類

されています。 

 本書では，様々な表現の解説や，

職場でのスマートな会話法など

が，アナウンサーとして活躍され

ている著者の経験も含めてまとめ

られています。（西川図書館 柵) 

西川・岩室・潟東でも募集中！くわしくは各図書館へ。 



 

 

 

 

 

学校図書館支援用図書コーナーが，パワーアップ！  

    

                     

学校図書館で見つけた！キラッと光るアイディア 

       ～ 内野中学校のブックリスト ～ 

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した。 

 内野中学校では，「内野中学校推奨図書１００冊～中学生に 

読んで欲しい本～」のリストを作成し，生徒に配布しました。

図書館に，リストの本を展示したコーナーも作られています。

このリストの作成は校長先生の発案で，国語部の先生と図書 

館司書が推薦する本も含まれているそうです。 

 なかなか読書の時間をとろうとしない中学生にとって，身 

近な先生方からの本のおすすめは，読書に向かうきっかけに 

なると思います。  

 

 

 

 

 

             

 

◆ 開催日：10月31日（月） 会場：西川学習館  ◆ 

まず教育総務課から平成 22 年度の学校図書館蔵書等調査結果

について報告がありました。小・中学校の1人あたりの年間貸出

冊数を見ると，西区では新潟市の平均を上回る冊数で，西蒲区で

は毎年二桁の割合で伸びているとのことでした。そのほか，夏休

み中の学校図書館地域開放，学校図書館電算システム導入につい

て報告がありました。また，西蒲区教育事務所指導主事からは，

西蒲区の学校からの要望に関する情報提供がありました。教諭と

学校司書が一緒に受講できる研修会や学校司書の日常業務に直

結した研修を希望しているとのことでした。 

学校司書は，子ども・職員・地域住民のために，日々熱心に取

り組んでいるとの評価ももらいました。意見交換では，学校司書

が工夫して前向きな仕事をしていることや，学校図書館電算シス

テムに関する話題が出ました。 

                  

   

第３回 西区・西蒲区学校図書館司書  実務研修会を開催します。 

日時：１２月１５日（木）午後２時３０分～４時４５分  会場：西川多目的ホール 

内容：基調講演 タイトル未定（内容：学校図書館や学校図書館司書に期待すること） 講師：小学校 校長先生  

事例紹介 タイトル未定（内容：学校図書館システム導入の実践発表）     講師：小学校 図書館司書  

    

  

平成２３年１１月   

学校図書館支援センター通信  Ｎｏ.4１ 

 西川図書館に自殺防止の資料のコーナーを作りました 

新潟県の昨年の自殺者数は 

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 

↑リストの紙面から 

平成２４年度から使用の中学校国語教科書（光村図書）で紹介されている本を，棚に揃

えました。中学校教科書の紹介図書は，持ち運びに便利な文庫本も多くなり，内容的にも

幅広くなって，中学生の皆さんにもより親しみやすくなりました。このコーナーの本は，

先生や司書の皆さん・保護者の方が利用されていますが，小・中学生の皆さんにも，もっ

と気軽に利用してもらいたいと思います。 

※ 小学校国語教科書（東京書籍）で紹介されている本も，昨年度購入して並べてあります。 

※ 同コーナーの図書全体で，合わせて約１，６８０冊 になりました。 

本の並べ方を変え，OPAC で検索した際も，場所表示を「学支」として探しやすくしました。  

◆◆ リストの本から ◆◆ 

◆１年生（全３０冊） 『霧のむこう

のふしぎな町』『ルドルフとイッパイ

アッテナ』『エーミールと探偵たち』

『盲導犬クイールの一生』ほか 
 

◆２年生（全４０冊） 『冒険者たち』

『西の魔女が死んだ』『西遊記』『極

北の犬トヨン』『メイおばちゃんの

庭』『光草』『尐年Ｈ』『てつがくのラ

イオン』『夏の花』ほか 

 

◆３年生（全３０冊） 『時の旅人』 

『海辺の王国』『アンネの日記』『イ

チロー 果てしなき夢』『伊豆の踊

子』『藤野先生』『鎌倉 古都だより』 

ほか  

↓リストの本棚（上段） 

 

 会議でいただいたさまざ

まな意見や情報を，今後の

取組に生かしてまいりま

す。  


