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この夏、「うちどく」をやってみませんか？ 

「うちどく」とは…？  

「家
●

族ふれあい読
●

書」の略で、一緒に読書をすることで家族のつながりを深めることを目的とした運動です。

平成 18年に提唱されてから全国へと広まり、新潟市でも市を挙げて取り組んでいます。 

 

「うちどく」の例と、その感想 

・家族で同じ本を読み、感想を語り合う → 「子どもの発想の豊かさにびっくりしました」 

・テレビを消して、同じ時間に本を読む → 「短い時間でも生活リズムを共有できて、 

                      温かな気持ちになりました」 

・家族同士で読み聞かせをする     → 「ぼくがよみきかせをすると、おとうさんが 

                      よろこんでくれたのでうれしかった」 

また、工作やアウトドアなどの実用書を読み、家族で実践してみるのも「うちどく」です。 

 

 

西川地区の「うちどく」ブックリストが完成！  

地域ぐるみで子どもたちに読書の楽しさを伝えたいという願いから、西

川地区で小中学校とコミュニティ協議会、図書館が連携して「うちどく」

に取り組みます。 

小中学校の先生方と『西川コミュニティだより』編集長、図書館職員が

おすすめの本を紹介したブックリストを作成しました。読み継がれてきた

名作絵本から最新科学の本まで、幅広い年代に楽しんでいただける内容で

す。各図書館で配布しますので、ぜひ「うちどく」にご活用ください。 

 

 

応援グッズを図書館で配布中！ 

新潟市の全図書館では、「うちどく」応援グッズとして

ぬり絵や、読んだ本を記録する「うちどく読書ノート」

をお配りしています。 

（大人用の読書ノートは図書館のホームページから 

 ダウンロードできます） 

   

 
平成 28 年７月（隔月発行） 

本を読んだら色をぬろう。20 冊分 

たまったらシールがもらえるよ！ 

新潟市「うちどく」ロゴマーク 

（新潟市出身の絵本作家・ 

黒井健さんデザイン） 



潟東図書館の蔵書点検が完了しました 

記載台が利用しやすくなり、掲示も新しくなりました。ぜひご来館ください。 

夏は楽しいイベントがもりだくさん！ 

岩室図書館  ガチャガチャ福袋『ガチャ本』 

ガチャガチャをひいて、カプセルの中の番号の本を借りよう！ なんの本かは、借りてからのお楽しみ！ 

期間：7/23（土）～ 8/31（水） 

対象：幼児 ～ 小学生     申し込みは不要です。 

巻図書館  ふしぎでこわ～いおはなし会 

ふしぎなおはなし、こわ～いおはなしの絵本をよみきかせします。 

子どもも大人も一緒に楽しめるおはなし会です。暑い夏、図書館で涼しくなりましょう！ 

日時：８/７（日） 第１部…午後 2：00 ～ 2：30（３歳 ～ 小学 2 年生向け） 

         第２部…午後 2：30 ～ 3：00（小学３年生以上向け） 

申し込みは不要です。（保護者は両方の部に参加できます） 

潟東図書館  こわいおはなし会 

こわいおはなしを聞いてから、びっくり楽しい、おもちゃをつくります。夏休みの思い出にぜひ来てね！ 

日時：８/28（日） 午前 10：30 ～ 11：30 

対象：幼児 ～ 小学生   定員：先着 15 名 

8/9（火）から受付を開始します。お申し込みは潟東図書館（0256-70-5141）まで。 
 

すべての図書館  としょかん探偵局 

自由研究・工作の資料や、感想文のおすすめ本など、夏休みの課題解決に 

役立つ本探しをお手伝いします。どうぞお気軽に職員までお声かけください。 

西川図書館内でふた付きの飲み物が飲めます 

熱中症対策の一環として、７月から９月の間 

館内で飲み物が飲めるようになりました。 

・ペットボトル、水筒など、ふたが閉まるものに限ります。 

・食事はできません。（飲食コーナーをご利用ください） 

・図書館の資料や設備を汚さないよう、お気をつけください。 

 

 

 

  

 

 



         西川図書館にスイミーたちがやってきた！ 

こどもの読書週間に実施した「巨大なおさかなプロジェクト」。 

来館された皆さんに折っていただいた折り紙が 300 枚以上も 

集まりました！ 美化ボランティアの協力により、正面玄関に 

巨大なおさかなを飾り付けできました。 

 制作に協力してくださった皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

※『スイミー』はレオ=レオニ作の絵本です。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大冒険に欠かせないものはなんでしょう。勇気？ 根性？ 仲間？ どれもあるといいですね。でも、一

番重要なのは「生きるための知恵と技術」です。安全なナイフの使い方、火の起こし方、釣り道具なしで魚

を取る方法、飲み水の作り方など、この本にはいざという時に役立つ情報がたくさん載っています。大冒険

は物語やゲームの中だけじゃない！ キミも家族といっしょにチャレンジしてみませんか。 

                          ＜潟東図書館 宗村＞ 

 

孤児の家で育った 9歳の少年ラスムスは、やさしい人がおとうさんおかあさんになってくれないかと夢

見ていました。でも孤児の家にやってくる人たちは自分を選んでくれないとわかり、夜中にこっそり家出を

します。思いがけない道連れと出会ったことで、家探しの旅は意外にも楽しいものに。ところが彼らの行く

先には、ある事件が忍び寄っていて…。 

スウェーデンののどかな田舎を舞台に、子どもの心を丁寧に拾い上げた作品です。 

＜巻図書館 三富＞ 

『さすらいの孤児ラスムス』 アストリッド・リンドグレーン／著 尾崎 義／訳 岩波書店 1965 年 

ピゴットさんは素敵な家に住んでいます。でも、ママはひとりで家事をしているので大忙し。ある日、パ

パと子ども達は「ぶたさんたちのおせわはもうこりごり！」と書いてある置き手紙を見て驚きます。さて、

どうなってしまうのでしょうか。この絵本には、たくさんのブタが出てきます。他にも仕掛けがあり絵を見

るだけでも楽しめます。また、家族で協力することの大切さを教えてくれる本です。 

＜岩室図書館 阿部＞ 

『おんぶはこりごり』 アンソニー・ブラウン／作 藤本 朝巳／訳 平凡社 2005 年 

『ぼくらの大冒険ハンドブック 大冒険はキミのすぐそばにある！』 
 かざま りんぺい／著 日東書院 2013 年 

西川図書館 正面玄関 

 

としょかんの児童コーナーにも 

ぼくたちのなかまがいるよ！ 



 

 

 

定期事業一覧（すべて申込み不要です）        ※「幼児」はおよそ３歳以上とお考えください。 

西川図書館ブッククラブ 

お気に入りの本を持ち寄って、一緒にお話しませんか？ 

日時：毎月第 3土曜日 午後 2:00 ～ 4:00 

会場：西川学習館 ２階研修室  

西蒲区の本の森 

図書館 おはなしのじかん 対象 あかちゃんタイム 

西川 

毎週火曜日   午前 11:00 ～ 11:30 乳幼児から 

毎週火曜日 

午前 10:00 ～ 午後 1:00 
毎週土曜日   午後 2:00 ～ 2:30 

幼児から 
毎週日曜日   午前 11:00 ～ 11:30 

岩室 第 2・4 土曜日 午前 11:00 ～ 11:30 
乳幼児から 毎週土曜日 

午前 10:00 ～ 正午 潟東 
第１・３土曜日 午前 11:00 ～ 11:30 

毎週土曜日   午前 11:30 ～ 正午 ０～２歳 

巻 
毎週金曜日   午前 11:00 ～ 11:30 乳幼児から 毎週金曜日 

午前 10:00 ～ 午後 1:00 第２・４日曜日 午後 2:00 ～ 2:30 幼児から 

  
西川図書館  

西蒲区曽根 2046 

TEL 0256-88-0001 

○開館日 

・月～木，土曜日：10:00～19:00 

・日曜日，祝日：10:00～17:00 

○休館日 

・金曜日 

・第１水曜日（図書整理日） 

・蔵書点検期間 

・年末年始（12/29～1/3） 

     

岩室図書館 
西蒲区西中 889-1 

TEL 0256-82-4433 

 潟東図書館 
西蒲区三方 10 

TEL 0256-70-5141 

 

 
巻図書館 
西蒲区巻甲 4262-1 

TEL 0256-73-5066 
  

○開館日 

・火～金曜日：10:00～19:00 

・土，日曜日：10:00～17:00 

○休館日 

・月曜日     ・第１水曜日（図書整理日） 

・祝日（日または月の場合、火も休館。ただし 5/3 と 11/3は開館） 

・蔵書点検期間  ・年末年始（12/29～1/3） 

７月 16日のテーマは 「パン・ごはん」 

８月 20日はテーマ無し（自由） 

老若男女どなたも歓迎♪ 

お気軽にご参加ください。 

かもんちゃん 
たいぐるま 

リードくん 

岩室図書館 

シンボルマーク 

としょかん博士 


