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参加者の声 （修了後のアンケートより） 

・読み聞かせの奥の深さに感心した。今日聞いたことを活かしたい。 

・初心に戻れ、基本を確認でき、児玉先生のお話は励みになり、がんばろうと思えた。 

・毎回選書に悩んでいたが、悩む時間は楽しみで、選べたときは喜びという話を聞いて、これからも 

楽しみながら喜びを味わっていきたいと思った。 

・上手にスラスラ読もうと思ったりしなくていい。子どもの姿、息づかいを感じて読んでいるときに 

喜びを感じる。そんな体験談がとても参考になった。 
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みんなで広げよう！こどもの読書 

おはなしのじかんスタンプカードを始めました 

 西蒲区の図書館で開催する「おはなしのじかん」に参加すると 

スタンプを押します。５個集めるとオリジナルのポストカードを 

プレゼント！ 

ポストカードの写真は、市の消防局やいくとぴあ食花から提供 

されたかっこいい消防車などです。 

「おはなしのじかん」の開催日時は、最後のページに一覧表を 

掲載しています。初めての方でもお気軽に、お子様と一緒に 

ご参加ください。 

 

読み聞かせボランティア養成講座を開催しました 

 ２月 5 日（日）西川多目的ホールで、読み聞かせボランティアの養成講座を 

開催しました。今回は経験者を対象にステップアップを目指すのが目的です。 

図書館や小学校、保育園などで活動されている、46 名の方々にご参加いた 

だきました。 

西川図書館で活動中のボランティアグループ「まつぼっくりの会」代表の 

児玉イツ子さんが講師となり、読み聞かせの楽しさや絵本について学び続け 

ることの大切さなど、豊富なご経験をもとにお話しくださいました。 

その後は、関心のあるテーマ別に５つに分かれ、グループワークを行い 

ました。みなさん向上心あふれる姿勢で、活発な話し合いが行われました。 

 

 

 

 

  

 
平成 29 年 3 月（隔月発行） 

スタンプカード 

西蒲区の４館共通で 
スタンプがたまるよ☆ 

グループワークのようす 



 図書館利用者懇談会を開催しました 

 

 ３月４日（土）に西蒲区の図書館をご利用の方を

対象にした、懇談会を開催しました。普段から図書

館で本を借りたり、インターネットを利用している

方、読み聞かせボランティアの方など、計 14名に

ご参加いただきました。 

まず「本を楽しむ時間」として、図書館職員によ

るストーリーテリングとアニマシオンを体験して

いただきました。 

雰囲気も和んだ頃、西川図書館長が市立図書館の

運営方針と西蒲区における取組みについて説明し、

その後、みなさんからのご質問にお答えしました。 

終了後のアンケートで、「参加者が話す時間が少なすぎた。」「もっと気楽に要望や意見が出せる時間をたっぷり 

とってほしい。」というご意見を多数いただきました。次回の開催時には十二分に配慮させていただきます。 

 

     

 

Q１．予約をすると機械の音声電話がくるので、借りる気が失せてしまい 

ます。どこの図書館でも、職員による連絡に変更できますか？ 

A１．連絡方法は、自動音声電話、職員による電話、メール、連絡不要の 

いずれにも変更できます。カウンターの職員へお申し出ください。 

Q２．昨年度のレファレンス（調査相談）と、所蔵調査の件数は何件です

か？ 図書館は本を借りるだけの場所だと思っている方が多いので、

もっと広報をすべきだと思います。 

A２．西川図書館ではレファレンス 751 件、所蔵調査 3,461 件でした。 

（平成 27 年度） ご意見ありがとうございます。 

Q３．インターネットをよく利用していますが、制限が厳しく、商品について調べていても見られないページが 

多いので困ります。 

A３．インターネットでご覧になれる内容は全館で共通です。図書館全体の課題として今後検討いたします。 

Q４．高齢で自転車での移動が難しくなったり、車がない人はハンディキャップサービスを利用できますか？ 

A４．ハンディキャップサービスの対象にはなりません。障がいや寝たきり等で来館が困難な方が対象です。 

Q５．西川図書館のリサイクル図書で、特定の宗教の本があった。おすすめ本だと思う人も 

いるので、職員がリサイクルに出す前に内容をチェックすべきではないか。 

A５．図書館では受け入れない本をリサイクルとして配布していますが、それらを全て 

チェックすることは難しいため、どのようにしたらよいか検討いたします。 

Q６．図書館間で本をまるごと入れ替えることはありますか？ 

A６．現在の新潟市の蔵書管理システムでは行うことができません。  

 

としょかん博士 

ストーリーテリングは絵

本を見ないでおはなしを

語ります。「ゆきんこ」の

物語にみなさん聞き入っ

ています。 

アニマシオンはスペインで

生まれた読書教育法。今回の

テーマは「俳句で遊ぼう」。 

最後の５文字を抜かした句

について、自分なりの５文字

を考えます。センスある力作

が飛び出しました。 

参加者から図書館へ 

このような質問や意見 

をいただきました。 



                            

西蒲区では 4 館とも視聴覚資料を取り扱っています。 

2 月にそれぞれ新しい CD・DVD を追加しました。 

           どうぞご利用ください。 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ケイゾウさんは四月がきらいです』 市川 宣子／さく さとう あや／え 福音館書店 2006 年 

ある幼稚園の庭に住むにわとりのケイゾウさん。新入園児がこわがるので、四月は

トリ小屋からなかなか出してもらえません。さらに今年は、生意気な子うさぎ、みみ

こが同居人としてやってきました。あっという間に子どもたちの人気者になったみみ

こに対して、ケイゾウさんはエサ箱でサーフィンをさせられたり、すべり台の上から

飛ぶ練習をさせられたり… 無邪気なイタズラの数々にうんざりしながらも、温かく

子どもたちの一年を見守ります。            ＜西川図書館 本間＞ 

 

『妖怪アパートの幽雅な日常』全 10巻 香月 日輪／著 講談社 2003 ～ 2009年 

中学 1年生の春に両親と死別し、親戚の家で暮らしていた夕士。寮のある高校に合格し、家を出ることを決意す

るが、入学直前に寮が全焼。困った夕士は不思議な不動産屋から紹介された格安アパートに住むことに。けれども

そこは、人間と妖怪がともに暮らすアパートだったです。初めは妖怪なんて…と思っていた夕士でしたが、徐々に

心を開いていきます。人間と妖怪、多様な価値観に触れることで成長していく物語です。  ＜巻図書館 山田＞ 

 

 『知っておくと恥をかかない初対面の常識』 サンクチュアリ出版 2013 年 

自信を持って名刺交換できますか？例えばもらった名刺の置き場所で悩んだことはな

いですか？名刺をテーブルのどこに置くか、また相手が複数いる場合の名刺の並べ方は

どうしたらいいのか、など。こちらの本はビジネスマナーを中心に詳しく書かれていま

す。今まで知らなかったマナーも身に着ける手助けになると思います。 

 春は初めての人、初めての事に出会う季節です。マナーに自信を持って初対面を迎え

たいですね。                      ＜岩室図書館 斎藤＞ 

 

 『ラク旨ごはん はじめてでもかんたん、おいしい』 石原 洋子／著 日本文芸社 2009 年 

 自炊したいなぁ、と思いつつも出来合いの総菜や弁当に頼る毎日。健康もお財布の中身も気になるけど、料理っ

て難しいんでしょ？…そんな人でも作れるごはんがここにあります。切るだけ、ゆでるだけ、焼くだけ、チンする

だけのクイックレシピを多数紹介。これも立派な料理です。チャレンジしたい定番メニューも載っています。難し

い料理だけがおいしいとは限りません。時短、簡単、おいしいごはんをめしあがれ。   ＜潟東図書館 宗村＞ 

西川図書館では新着図書の 

棚に並んでいます。 

 地区図書室に新しい本を追加 新しい CD・DVD を追加 

中之口、峰岡、漆山の 

各地区図書室に順次新し 

い本が入ります。 

 人気のタイトルが中心

で、貸出もできますので 

ぜひご利用ください。 

中之口地区図書室 新着コーナー 



 

 

 

定期事業一覧（すべて申込み不要です）         

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 

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 

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） 

４月 15日はテーマ無し（自由） 

５月 20日のテーマは 

   「一風変わったエッセイ」 

 

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 


