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Q．ブックスタート
とは？
A．ブックスタートは“Share books with your baby！”のキャッチフレーズと
ともに、イギリスでスタートした取り組みです。新潟市では１歳誕生歯科健診の場で、
読み聞かせの体験と共に絵本を配付しています。
平成２３年度にスタートし、今年で９年目となりました。赤ちゃんとの絵本の楽し
み方を知っていただき、親子で絵本に触れていただくきっかけになっています。

西川・巻図書館に ブックスタートコーナーを新設しました
ブックスタートコーナーは子育て応援コーナーの隣です。

ブックスタートの絵本
『いないいないばあ』
松谷みよ子／文 瀬川康男／絵 童心社
『まるてんいろてん』 中辻悦子／作 福音館書店
巻図書館

『おつきさまこんばんは』林明子／作 福音館書店

今年度配付の絵本を展示・紹介しています。貸出中のこともありますが、
西川図書館

予約していただければご用意できます。どうぞご利用ください。

☆としょかんでたのしむ クリスマス☆
図書館

内容

日時

対象

ボランティアによるクリスマス会
ボランティアグループ『ひまわり』による、

潟東

おはなしと工作の時間です。
午前 10 時から

詳しくは後日発行の
チラシ・ポスターをご覧ください

西川

12 月 15 日（日） 幼児～小学生

11 時 30 分

※ 就学前は
保護者同伴

かもんちゃん

えほんよみかたりの会 クリスマススペシャル

12 月 21 日（土）

ボランティアグループ『まつぼっくりの会』が、クリスマスに

午前 11 時から

ぴったりのすてきなおはなしをプレゼント。
（申し込み不要）

正午

乳幼児から

何を借りるか…
たまには運任せ？
今日の運勢と、おすすめ本が書かれたおみくじです。
期間：12 月 3 日（火）まで
対象：どなたでも（おみくじ箱は「子ども」
「大人」の２つを用意）

岩室図書館

冬のガチャガチャ福袋「ガチャ本」
出てきたカプセルと同じ番号の本を借りよう！

大人だって楽しみたい！ 運だめし

「おみくじ本」百人一首編

おみくじを引いて、出てきたテーマの本を借りよう！
期間：12 月 21 日（土）から 1 月 21 日（火）

対象：どなたでも

（いずれも申し込み不要）

来年度の教科書見本も貸出できます
西川図書館
学校図書館支援用図書のコーナー
西川図書館では、「学校図書館支援用図書のコーナー」をリ
ニューアルしました。小・中学校の学習指導要領、教科書見本、
学習に役立つ本などを集めています。どうぞご利用ください。

学校図書館支援用図書のコーナー

企画展示「新潟市の学校図書館 ＆ 学校図書館支援センター」
新潟市教育委員会が第 49 回学校図書館賞を受賞したことを記念して、展示を行います。
西区・西蒲区の学校図書館も紹介します。ぜひご覧ください。
期間：11 月 7 日（木）から 12 月 3 日（火）

場所：西川図書館エントランスホール

（連載 第 10 回）

レファレンス（調査相談）
事例紹介

Ｑ．かつて西川地域にあった曽郷中学校の校歌が知りたい
Ａ．曽郷中学校は昭和 24 年（1949）、「曽根町鎧郷村組合
立曽郷中学校」として始まりました。その後、合併を経
て西川中学校となるまでの変遷は、西川中学校ホームペ
ージの「学校沿革」に図示されていました。
西川町閉町記念誌『優しさの記憶、人々の思い』
（西川町 2005 年）を見ると、創設のエピソード
が紹介されていました。戦後の財政難の中、有志の努力によって築かれた組合立校は、文部大臣から
施設優良校として表彰されたそうです。しかし、校歌については触れられていませんでした。
多くの場合、校歌の作詞は郷土ゆかりの人物に依頼すると聞きます。そこで「周辺校と同じかも？」
と、当たりをつけてみました。
まずは後身の西川中から。校歌作詞者の山岸徳平氏に関する資料を集めました。
『西川地区ガイド
ブック 第２集』
（西川漣の会 2009 年）によれば，山岸氏は西川中の他に５校もの校歌を作詞して
います。幸いなことに、そこに曽郷中も含まれていました。作曲者と楽譜は見つかりませんでした
が、全文掲載されていた歌詞を提供できました。

＜西川図書館 長谷川＞

共催：新潟 IPC 財団
日時：12 月 7 日（土） 午後 2 時から 4 時

会場：巻図書館 学習・講座室

対象：一般市民 先着 24 名

参加費：無料

講師：新潟 IPC 財団 統括プロジェクトマネージャー 百合岡雅博さん
申し込み：11 月 15 日（金）より受付開始。
新潟 IPC 財団

または巻図書館

まで。

詳細は後日発行のチラシか、新潟市立図書館ホームページをご覧ください。

職員からのおすすめ
絵本

～ お仕事ものがたり ～

『メアリー・スミス』アンドレア・ユーレン／著 千葉茂樹／訳 光村教育図書 2004 年
めざまし時計が今のように安く手に入らなかった頃、頼まれた時間に起こして
まわるノッカー・アップ（めざまし屋）という仕事がありました。
メアリー・スミスはロンドンに実在したノッカー・アップ。メアリー・スミス
の仕事道具はゴムのチューブとかわいた豆。これらを使ってどのように町の人を
起こしてまわるのでしょうか？。

＜西川図書館 乙川＞

『自分らしく働きたい』 清水直子／著 大日本図書 2009 年
仕事をユニバーサルデザイン化するための取り組みについて書かれた 1 冊。
ユニバーサルデザインというと、誰もが使いやすい道具や建物といったものを想像
する人が多いかと思いますが、実はそれだけではありません。情報やサービス、労働
など、目に見えないものについても、この考え方は使われています。年齢や性別、障
がいの有無などにかかわらず、誰もが自信を持って働くためにはどうすればよいか考
えさせられます。

＜岩室図書館 山田＞

『おもかげ復元師』 笹原留似子／著 ポプラ社 2012 年
著者は岩手県の復元納棺師です。復元とは、どんな故人でもマッサージや死化粧などで、生前の面影のある
顔に戻すことです。死に寄り添い、以前のような微笑みをたたえた顔に復元することで、残された人の悲しみ
を前向きに生きる力に変えます。
著者も経験した東日本大震災後、ボランティアで多くの故人を復元した時のことも書かれています。どんな
事態でも故人や家族に優しく接する姿勢が伝わる一冊です。 ＜潟東図書館 渡辺＞

『ひよっこ社労士のヒナコ』 水生大海／著 文藝春秋 2017 年
社労士とは「社会保険労務士」という国家資格で、採用から退職、保険、年金など
働くために必要な手続きのプロです。いわば働きやすい環境を作るお仕事。
そんな社労士になったばかりの雛子は、顧問先の企業からの案件や相談の中にある
ちょっとした事件や解決していきます（時には失敗することも）
。近年話題にのぼった
労働問題も学べる「お仕事する人の面倒を見る」お仕事小説です。＜巻図書館 宗村＞

定期事業一覧（すべて申込み不要）
図書館

おはなしのじかん
毎週火曜日

西川
岩室
潟東
巻

12 月 29 日（日）から 1 月 3 日（金）まで、全館休館です

対象

赤ちゃんタイム

午前 11 時 から 11 時 30 分

毎週土曜日
午前 11 時 から 11 時 30 分
12 月 21 日のスペシャル回は午前 11 時から正午（1 面参照）
毎週日曜日

午前 11 時 から 11 時 30 分

毎週土曜日

午前 11 時 から 11 時 30 分

毎週火曜日
午前 10 時 から 午後 1 時
乳幼児から

毎週土曜日
午前 10 時 から 正午

第１・３土曜日 午前 11 時 から 11 時 30 分
毎週土曜日

午前 11 時 30 分 から 正午

毎週金曜日

午前 11 時 から 11 時 30 分

０から２歳
乳幼児から

第２・４日曜日 午後 2 時 から 2 時 30 分

西川図書館ブッククラブ

毎週金曜日 午前 10 時 から
午後 1 時

11 月 16 日のテーマは「神話・伝説」

お気に入りの本を持ち寄って、一緒にお話しませんか？

12 月 21 日のテーマは無し（自由）

日時：毎月第 3 土曜日 午後 2 時 から 4 時
会場：西川学習館 研修室
老若男女どなたも歓迎♪
お気軽にご参加ください。

西蒲区の本の森

西川図書館

西蒲区曽根 2046
TEL 0256-88-0001

○開館日

○休館日

・月から木，土曜日：

・毎週金曜日
・第１水曜日（図書整理日）
・蔵書点検期間
・年末年始
（12 月 29 日から 1 月 3 日）

午前 10 時から午後７時
・日曜日，祝日：
午前 10 時から午後５時

岩室図書館
西蒲区西中 889-1
TEL 0256-82-4433

岩室図書館
シンボルマーク

としょかん博士

潟東図書館

巻図書館

西蒲区三方 10
TEL 0256-70-5141

西蒲区巻甲 4262-1
TEL 0256-73-5066

○開館日
・火から金曜日：午前 10 時 から午後７時
・土，日曜日：午前 10 時 から午後 5 時

かもんちゃん

たいぐるま
リードくん

○休館日
・毎週月曜日
・第１水曜日（図書整理日）
・祝日（日曜日が祝日の場合は開館、火曜日休館
月曜日が祝日の場合は、月・火曜日休館）
・蔵書点検期間
・年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）

