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 第 56号 

にし  かん 

３月号 

平成２４年３月１日発行 

図書館は皆さんの書斎です。 

 

全資料，１点１点実物とデータを照合し，確認することが

できました。この作業により，確実な資料管理と提供を維持

することができます。 

この度の点検期間中にＡＶ（視聴覚）資料の装備の変更も

いたしました。今までは黒い何も表記のないケースに入れて

貸し出していましたが，ＣＤ，ＤＶＤの顔ともいえるジャケ

ット付きケースに入れてお渡しができるようになりました。

5枚組のＣＤなどのケースは今までと大きく見た目が変わっ

たため，手にとって借りていかれる利用者の方も増えまし

た。表情の変わったＡＶ資料をどうぞご利用ください。 

西川図書館 

 

 

西川図書館ブッククラブ 

2月 18日（土）「ねむり」をテーマに開催し，眠

りについての本を紹介していただきました。 

『3 時間熟睡法』大石健一／著を始め，『眠る秘

訣』井上昌次郎／著，『ねむり』村上春樹／著など

が取り上げられました。参加者は 9人でした。 

次回は 3月 17日「卒業と出発（たびだち）」をテ

ーマにします。お気軽に参加ください。 

読書指導サークル「西蒲子どもの本」 

（共催 西川図書館） 

2 月 18 日（土）「どの学年でもＯＫ！ 短くて

魅力ある絵本，大集合！」をテーマに開催し，9

人が参加しました。それぞれが持参した絵本を紹

介し，読み合いました。また，絵本を活用した授

業例や，読み聞かせをした時の子どもの反応な

ど，情報交換ができ，有意義な会となりました。 

 

 図書館の本には本の住所とも

言える，分類番号（例 913ア）がついてい

ます。図書館ではその分類番号順に本が並び，

本を探す時もその番号で探しています。その

ため，間違った棚に入れてしまうと迷子にな

ってしまいます。そのような本も点検作業で

きちんと元の場所に戻り，本が探しやすくな

りました。 

岩室図書館と西川図書館の 

ご協力ありがとうございました 

企画コーナーの展示が 

新しくなりました！ 
テーマは「ＴＰＰとは？」 反対？賛

成？気になる問題，この機会に関連資料を

読み比べてみてください。 

岩室図書館 西川図書館 

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


 

 

若佐 久美子さん（元豊栄市立図書館長・元新潟市立

沼垂図書館長）を講師に，全5回シリーズの3回を終えま

した。 

絵本は，絵と文が呼応しつつ，「ページめくり」に  

               よってストーリーを 

効果的に表現している

ことなど，絵本の本質

や実践を交えてのお話

に引き込まれ楽しんで

います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 3日（金）巻図書館にて開催いたしました。いろいろな視点から図書館を 

考え，忌憚のないご意見を自由に語り合っていただきました。参加された方からは，イ

ベントを実施することによって，利用者の増加が望めるのでないか，というご意見をい

ただきました。 

当日の様子は，2月 8日（水）の新潟日報の紙面で報道されました。 

今後とも，皆様から多様なご意見をいただき，図書館運営に生かして行きたいと考え

ています。 

 

 

～西川図書館協議会が開かれました～ 

2 月1日（水），西川多目的ホールで西川図書館協議会を開催いたしました。図書館の利用

状況と図書館事業や，「図書館へのたより」についての報告がありました。また，来年度の

図書館事業や予算について協議しました。  

※新潟市の図書館のホームページ内の“図書館協議会”から，会議の概要や過去の協議会議事録

をご覧いただけます。 

 

 

 

 

1月29日（日）西川多目的ホールにおいて，長岡市河井継之

助記念館館長の稲川 明雄さんをお迎えし，講演会を開催しま

した。西川と潟東地域の７人の方が，事前の打ち合わせや広報，

当日の受付けなどを，ボランティアでご協力くださいました。

参加者は161人でした。ボランティアのみなさん，ありがとう

ございました。 

 

斎藤文一さん（新潟大学名誉教授）

より“宮沢賢治”関係の貴重な資

料を多数寄贈いただきました。 

・『四次元』全 11巻 

・『アインシュタインと銀河鉄道の夜』 

・『宮沢賢治の空中散歩』 

など，106点です。 

どうぞご利用ください。 

※斎藤文一さんは，宮沢賢治イーハト

ーブ館前館長。宮沢賢治研究家として

著名な方です。 

巻図書館 

西蒲図書館塾 絵本講座 



 

  

 

   

 

   

         

 

 

 

  

行  事 日  時 会  場 内  容 

中村柾子さん講演会 

「絵本はともだち」 

3/10（土） 

午後 1:30～3:30 

新潟市西川健康セン

ター（西蒲区旗屋

701番地 2） 

主催 「ゆめのたね」「まつぼっくりの会」（西川図書館絵本

読み聞かせボランティアグループ）     

問合せ 西川図書館へ 

西川図書館ブッククラブ 
3/17（土） 

午後 2:00～4:00 

西川学習館 

研修室 Ａ 

3月のテーマは「卒業と出発（たびだち）」についての

本です。直接会場へお越しください。 

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） 
0～2歳児とその保護者向けの読み聞かせ 

おはなしのじかん 

3/10（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 

3/9（金）・23（金） 

午後 4:00～4:30 

巻図書館 

(おはなしコーナー） 

3/11（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 

『ゆきやまたんけん』 

松岡 たつひで／さく 

（福音館書店） 

 

 

 

 いつも冬が来ると冬眠するカ

エルたち。この冬こそは眠らない

で，雪や氷で遊んでみたくなりま

した。雪の上に出てみると，ウサ

ギやタヌキの足あとに，アカゲラ

が落とした木のかけら，フクロウ

がはき出したネズミの毛が。冬で

もいろいろな生き物たちがいる

ことに気づき，新しい世界を目の

当たりにして楽しみます。カエル

たちは，この冬をどんなふうに越

してきたのでしょう。 

 （巻図書館 廣澤） 

『角田山系花の手帖』 

角田山花の会／編  

(角田山花の会) 

 

 

 

 角田山は標高 481 メートルあ

まりの低い山です。身近な里山と

して親しまれているこの山には，

1,100 種類もの植物があるとい

われていて，ここでは主に登山道

に沿った花が紹介されています。

春のエビネ，夏はオトギリソウ，

秋にはツルフジバカマ。 

もうすぐ雪も解けます。この本

と一緒に，花の息吹を感じに出か

けませんか。 

   （巻図書館 須佐） 

 

『ちょい大人力検定』 

石原 壮一郎／著 

（河出書房新社） 

 

  

 

 もうすぐ新学期。進学にクラス

替え，新しい友達に新しい担任の

先生…。子どもを卒業したばかり

の“ちょい大人”には問題が山積

みです。この本では，自己紹介で

失敗したら，友達と意見が合わな

かったらなど，身近な問題への対

処法を三択から選び，ちょい大人

力を検定していきます。 

気になる項目から読むことが出

来るので，春休みのうちに読んで

新学期の好スタートに備えてみま

せんか。  （巻図書館 白井） 

おすすめの一冊 

配架・書架整理ボランティアの募集 
活動日 休館日（金曜日・年末年始）をのぞく毎日 午前９時から１０時 

場 所 西川図書館 

どなたでもできる簡単な作業です。 

※初めて参加される方は，なるべく火曜日においで願います。 

図書館の本の並べ方や作業の手順をご説明いたします。 

４月から土・日を

加えて活動日が

増えます！ 
※3月までは月～

木です。 



 

 

 

 

 

西川図書館学校図書館支援センターの利用について 

学校図書館訪問や研修会のほかに，図書搬送や業務相談も活発に利用していただきました。 

２月末現在  搬送利用  １６７件  ５，７００冊  ２２０箱  （貸出・返却合計） 

相談件数  資料関連 １５３件  資料以外 ３４件   

搬送は昨年度より約５０％増加，相談内容は，選書や分類付与，読書週間行事，図書館

改修など多岐に渡り，学校図書館の充実が進んでいることがうかがえます。 

第４回西区・西蒲区学校図書館司書実務研修会を開催しました  

～講演と本の修理研修～ 

日時：２月２８日（火）午後２時３０分～４時４５分 

会場 ：西川多目的ホール  参加者数：４０名 

講師 ：講演 内野中学校長 中山 真 先生 

          本の修理 岩室図書館司書 川崎 恵 主査 

前半は，中山校長先生から「学校図書館に求められることと司書の役割」に 

ついてご講演いただきました。ご自身の読書経験から，恐竜の本を例に，１冊の 

本をとおして，いろいろな角度から感性や興味関心が耕されること，学校図書館 

法や新潟市教育ビジョンに盛り込まれた学校図書館に求められる機能について， 

また内野中学校での実践例とその効果についても伺いました。 

後半は，本の修理の説明と実習を行い，修理することで生かせる資料を，少し 

でもよい状態で子どもたちに提供するための方法を学びました。 

第３回西川図書館学校図書館支援センター運営協議会が終了しました 

日時：２月６日（月）午後３時３０分～５時 

会場：西川学習館研修室 A   

 教育総務課から，電算化の進捗状況・図書標準年度内達成・夏休み学校 

図書館地域開放（西区・西蒲区内２４校実施）・支援センター体制が２４年 

度も今年度並みに継続されることなどの報告があり，中央図書館からは来年 

度に向け準備中の新規事業の経過報告などがありました。当センターからの 

事業報告や次年度事業計画の説明のあと，各校の読書や図書館利用の様子に 

ついて発言をいただきました。小学校からは，「話し合い学習」が上手な学年は，読書も活発だったという

報告もありました。中学校からは，夏休みの課題として取り上げた本の紹介カードの取組も報告されました。

（左参照：「通信 Part.2裏面」写真）また，今年度 3回の運営協議会をとおして，西蒲区教育事務所指導主事杉浦隆

夫先生から，区内学校現場の図書館の実情についての貴重な情報や有効な助言をいただきました。感謝申し

上げます。皆様からいただいた情報やご意見を，今後に生かしてまいります。 

 

平成２３年３月   

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.４５ 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 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     

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://season-basket.com/print/cut/pc_sakura18_l.png&imgrefurl=http://season-basket.com/pc_sakura18.htm&h=417&w=417&sz=89&tbnid=SZJMx5luCtuX4M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=%E6%A1%9C+%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E6%A1%9C+%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88&docid=wCoNubwO8sSCWM&hl=ja&sa=X&ei=ZwROT6y2GYTDmQX1o6z1Dw&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=546


平成２４年３月    

学校図書館支援センター通信 Ｎｏ.４5 （Part.２） 

 

 

学校図書館支援センターの４年間を振り返って 

 平成２０年４月に新潟市の学校図書館支援センターが初めて西川図書館に設置されてから４年が経ちま

す。以前は西蒲区には学校司書はいなかったのですが，合併に伴い旧新潟市域にあわせて平成１７年度から

配置されました。新しく学校司書になられた皆さんは，まず学校図書館をきれいに整理整頓し，古くなった

本を処分し，手作りのきれいな掲示を貼って子どもたちが楽しく本を読める環境づくりに努力しました。ま

た，子どもたちが本に親しむように本の展示をしたり，読み聞かせやブックトークをしたりとさまざまな工

夫と実践をしております。そして学校の先生方と授業で使う本や資料について話し合い，公共図書館と協力

して集めて授業に役立てています。学校司書のみなさんが，それぞれの立場でできる限り良い学校図書館づ

くりを目指して頑張っています。 

学校図書館支援センターは，そういう学校司書の仕事の疑問や相談に応じて，手助けや援助を行っていま

す。学校司書に必要な研修も，ニーズに合わせ年間計画を作り実施しています。学校訪問をして様子をお伺

いし，学校図書館の仕事が円滑に進むようにアドバイスをしたり，また相談を受けたりしています。 

その結果，多くの校長先生方から学校に司書が入ってから子どもたちが本をよく借りるようになったと喜

ばれています。子どもたちが本を読むことで，読解力や学力が身についていくことは，学校にとっても大切

な目標でありますが，それにも増して，大人になってからも読書をするという習慣は，何を学ぶにしても基

本中の基本となります。新潟市の学校司書の仕事は，子どもが一生涯にわたって自立して生きていくための

基礎となる読書力を作っていくということだと思っております。それはとても重要なことであり，また素晴

らしい仕事でもあります。 

私たち学校図書館支援センターでは，学校司書の皆さんが先生方と連携して学校図書館をより充実させて

いけるよう，これからも誠心誠意努力していきたいと考えています。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

 

                               西川図書館長 松原 伸直 

 

              

 

平成２３年度 西川図書館学校図書館支援センターの主な取組 

 

 １ 訪問・相談等 

   学校図書館訪問（前半期・後半期），学校からの相談対応，夏休み地域開放への支援（６校） 

 ２ 研修会 

   西区・西蒲区学校図書館司書実務研修会（４回），教諭と司書連携研修会「子どもが喜ぶ！授業づく

り講座」（総合教育センターと共催），学校図書館ボランティア読み聞かせ研修（４回） 

 ３ その他  学校貸出図書搬送事業（担当：西蒲区内小中学校，西特別支援学校） 

 

※ 裏面に，関連の写真を掲載してあります。     

 

  

 



                 学校図書館訪問から 

        

    鎧郷小学校の利用案内掲示           坂井東小学校のミニテーブルコーナー（右手前）  

       

中之口中学校 本の紹介カード （夏休みの課題）     坂井輪中学校の「朝読書におすすめのほん」 

                                     （図書委員が作成） 

               

  研 修 会 の 様 子               

     

実務研修会第１回 資料活用研修  実務研修会第２回 蔵書更新研修  実務研修会第３回 講演 

小針小学校長 高橋雄一 先生 

        

実務研修会第３回 実践発表         教諭と司書連携研修会       本を紹介し合う参加者 

小針小学校 加藤恵子 司書         講師 総合教育センター 真田節子 指導主事  


