
 

 
西川図書館は 7月 23日に 
10歳の誕生日を迎えました！ 

 

 合併後、西蒲区の図書館サービスの中心として、 

西川地域のみなさまの書斎や安らぎの場として、 

多くの方々からご来館いただきました。 

 10 年間のご利用に、心より感謝申し上げます。 

西川図書館？ 行ったことないな…という方は 

お気軽に涼みにおいでください。11 万点の資料と、 

ゆったりとした空間がみなさまをお待ちしています。 

 

 

 
 

 

平成 27 年７月から新サービス、My ライブラリを開始しました。インターネット上や 

館内の検索機からログインすると、個人の管理ページで様々なサ―ビスを利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのインターネットサービスを利用するには、パスワードの登録が必要です。 

詳しくは、館内のご案内、または図書館ホームページをご参照ください。  
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◎ 新着図書お知らせサービス（ＳＤＩ） 
  登録したキーワード（テーマ・著者など）に合った新着図書をメールでお知らせします。 
 

◎ 返却期限通知サービス 
  返却期限の近づいた資料をメールでお知らせします。 

● 本棚の作成 
  仮想の本棚を作り、お気に入りの本を記録できます。 

● 予約の申込 
7:00～22:00 の間は 10 分ごとに予約が承認されます。 

館内で Wi-Fi をご利用できます 

お持ち込みのパソコン・タブレット・スマートフォンでインターネットに接続 

できます。（フィルタリングにより一部利用いただけないページもあります） 

窓口で設定マニュアルをお貸ししますので、操作はご自身でお願いします。 

◎印のサービスは
メールアドレスの
登録が必要です 

第 70 号 

10 年間の利用状況など 

貸出人数 延べ 452,636人 

貸出冊数   1,909,265冊 

ボランティア活動人数 延べ 5,064人 



 
 

今まで図書館をサポートしてくださった方々から、寄稿していただきました。 

活用しよう、本屋に寄る感覚で図書館を     西川図書館協議会会長 高木 章 

 西川図書館創立５周年記念講演で菅原峻（※）氏は、「みんなの図書館・わたしたちの図書館」と題されて、

長年に亘る経験豊富な研修と実績を踏まえて実に有意義な話をされた。西川図書館に講演記録があるので、講

演を聞かれた方ももう一度読み返して欲しいし、聞かれなかった方は是非一読して欲しい。講演の中で特に私

が大賛成と思うところは「本を読まない私にも、図書館には座るところがある」と「図書館は誰のものですか、

住民の、住民による、住民のための図書館」と提案されていることだ。 

 つい最近まで私にとっても図書館ははっきり目的がなければ寄れない所、行っても戸惑ってしまう所、借り

る本、読む本が決まっていなければ行けないところ、などなど、とにかく敷居が高いというイメージであった。

「図書館で居眠っていいのですよ」という菅原氏の言葉に今までのわだかまりがすっと解けた。気軽に図書館

に行ける。他人の邪魔にならなければ本屋で立ち読みするようにあちこち移動しながら立ち読みしてもいい。

目的がなくても、気軽に、立ち寄り、本棚を見て、興味ありそうな本を、雑誌を、新聞を手にとって、気が向

いたら拾い読みしてみてもいい。こんな風に私は聞こえた。 

 図書館に立ち寄っている内に仲間ができる。その仲間と本の話ができる。自分と違った話が聞ける。楽しい。

いつの間にか図書館の常連になっている。仲間ができ、その仲間がある目的を持って集まる。それが図書館友

の会。こんな風に図書館を活用しよう。まずは図書館に立ち寄ろう。本屋で立ち読みでもしよう、の感覚で。

そこから「図書館は友達、悩みごとを解決してくれるカウンセラー、仲間ができるところ」などなど、ポジテ

ィブな自分にしてくれる場と図書館はなろう。そうして欲しい。 

※菅原峻［1926～2011］…（社）日本図書館協会を退職後、図書館計画施設研究所を設立。全国の多くの 

図書館計画に携わり、図書館のコンサルタントとして活動。 

 

西川図書館で育てられている私        まつぼっくりの会代表 児玉 イツ子 

 西川図書館開館 10周年おめでとうございます。10年という歳月を経てしっかりと根を張り、今では西蒲区

にとって大切な存在となった西川図書館。私は７年前、自分探しをしておりました。たまたま西川図書館の絵

本講座に顔を出し、それ以来読み語りボランティア活動をさせてもらっています。 

 実はこれまで図書館というものをほとんど利用したことがなかったのですが、図書館に入ると、居心地よく、

時折り自分の書斎に思えるほど心がやすらぎ落ち着きます。 

 ボランティアの仲間は勉強熱心で絵本の話題は尽きず、月１回の勉強会は回を重ねれば重ねるほどに絵本の

魅力と深さに圧倒されます。私は子どもと学生相手の仕事をしておりましたので、図書館で子どもが親、そし

て祖父母から絵本を読んでもらっている姿を見ると、あったか～い気持ちになったり、うれしくなったりしま

す。黙々と一人で自分の好きな絵本を読みふけっている姿に、「図書館でたくさん心の栄養をつけて」と思わ

ずにいられません。西川図書館に通いはじめ 7年の歳月が流れようとしています。ここでの年月は私にとって

とてつもない心の財産になっております。 

 絵本や本は思いがけない素晴らしい出会いをもたらしてくれます。10年、20年、30年とその時代のニーズ

に合った魅力あふれる図書館づくりを今後も期待しております。そのためにも私達も微力ながら頑張って参り

たいと思います。  



西川地域と西蒲区の文化・交流の核となる西川図書館 

西蒲・曽根郷ゆかりの文人研究会事務局長 小林 多聞 

 私どもの会は、先人の遺産を後世に伝えるために、文化・歴史などを研究し、講演会や展示会を開催し、そ

の内容を冊子にまとめ頒布しています。又、「歴史を訪ねて」などのボランティアガイドの活動もしています。 

 西川図書館には併設した多目的ホールがあり、約 800人収容できます。平成 24 年に開催された北朝鮮拉致

帰還者・蓮池薫氏の講演会では立ち見席も出ました。この外、中学校音楽発表会、カラオケ大会、歴史文化講

演会などで他町村からも大勢の人たちが来場し感動しています。 

 平成 17年 3 月の新潟市合併以前、旧西川町には図書館はありませんでした。学習館（旧福祉会館）に公民

館図書室がありましたが、専門職もいなく、簡素なもので、高額な書籍や専門書は陳列されていませんでした。

合併を前に実施した町民アンケートでは、一番は図書館建設で、町は町民の意を受け充実した図書館併設多目

的ホールの建設を目指しました。そして町民の期待の中、同年 7月に開館しました。 

 その期待に違わず内容、サービスとも充実した図書館です。私は、歴史書や古文書などを閲覧、借用します

が、館にない場合は県や他市の図書館に尋ね、探し出してくれます。明治天皇の巡幸の際（明治 11年）、当時

の曽根代官所を舎とした曽根小学校の正面と裏側（北面）の写真が案内に使われました。その裏側の写真が見

つからず図書館に話したところ、宮内省書陵部に問い合わせ、『明治の日本』という書籍を見つけ出してくれ

ました。関心のあるもの、調べたいものは、職員に一声かければ手助けしてくれます。 

 文字を追ったり、料理、山野草花などの本を見て、読むことは新知識の向上であり生涯教育の一環です。西

川地域、西蒲区の文化、交流の核として西川図書館の充実、発展を祈ります。 

 

ポストのおばさんより            館内美化ボランティア 佐々木 澄代 

 皆さん、おはなしコーナーにお入りになったことがありますか。掲示板いっぱいに、小さな紙が貼られてい

ます。これは、幼児や子ども達からのお手紙なのです。私は、それに返事を書く係で「ポストのおばさん」と

呼ばれています。 

 素晴らしい図書館開館以来、時々利用していたのですが、あの部屋は雨の日は暗く掲示物もおざなり…おは

なしやよみきかせ以外にも活用できないか、赤ん坊を降ろして幼児やお母さんが絵本を楽しむ場所にできない

か、二代目館長松原さんに提案してみたのです。 

 あなたにまかせると言われ、お手紙作戦にしました。ポスト、手作り便箋（子ども用）、白紙（幼児用）、鉛

筆、消しゴム等「どんな本がおもしろかったかおしえてよ」などの呼びかけ文も用意。月ごとの掲示も工夫し 

ました。反響あり、自分のお手紙が貼られたか見に来た子も

いたとか。当時は図書館のお姉さん達に感謝や要望、私には

質問等もありました。いつかお母さんから、お陰で子どもが

本好きになったと丁寧なお手紙を頂き、感動したことがあり

ました。 

 あの頃から、もう 7年余、私も忙しくなってきたので、途

中で図書館にお願いし返事だけ書いています。普段は幼児の

絵が多いですが、夏休みには西区、東京等西蒲区以外の子ど

ものお手紙も混じり嬉しいです。 

  写真：おはなしコーナー 



西川図書館 
 

一日あたり貸出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約・リクエスト件数               おはなし会の参加人数（ボランティア・職員合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン化の開始（★）や、他の図書館のオープン（☆）などにより、 

利用状況が変化してきました。 

 

『SOS！あやうし空の王さま号』 (ヒキガエルとんだ大冒険 ４) 

ラッセル・E・エリクソン／作 佐藤 凉子／訳 評論社 2008 年 

 この夏いちばんの暑さの日、ヒキガエルのウォートンはきょうだいのモートンのために 

気球を作ります。空に上がって少しでも気持ちよくすごしてもらうため。ところが、気球 

をつなぎとめるロープがはずれ、２ひきは大空へ！なかよしコンビの、夏の冒険物語。 

  ＜巻図書館 子安＞ 

 

『フリッツと満月の夜』 松尾 由美／著 ポプラ社 2008 年 

夏休みを小説家の父親と港町で過ごすことになったカズヤ。ミステリーが大好きな「メルシー軒」の息子、

ミツル。友だちとなったふたりは、ある「秘密」を解くために動き出します。満月の夜に起こる、金のピアス

をつけた猫とカズヤの不思議な物語。                       ＜巻図書館 阿部＞ 

発行： 新潟市立西川図書館 平成 27 年 8 月 1 日 

〒959-0422 新潟市西蒲区曽根 2046 

電話：0256-88-0001   FAX：0256-88-2458  

URL：http://www.niigatacitylib.jp/  ← スマートフォンに対応しました 

携帯用 URL：http://opac.niigatacitylib.jp/k  ← アドレスを変更しました  PC・スマートフォン用     携帯電話用 
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おすすめ！ 
夏の本 

New！ 

市立図書館の主なできごと 

H17 市町村合併 

   西川図書館オープン 

H19 中央図書館オープン 

   岩室・潟東図書館オンライン化 

H20 西蒲区学校図書館支援センター 

を西川図書館に試行的設置 

H22 西川図書館オンライン化 … ★ 

H23 全市でブックスタート開始 

   巻図書館オープン … ☆ 

   潟東図書館開館 10周年 

H24 亀田図書館オープン 

H26 新新津・坂井輪図書館オープン 
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