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前期事業報告                          資料NO.2 

１ 子どもの読書活動推進事業 

（１） 学校･保育所･幼稚園との連携(9月末現在) 

① 学校訪問    5校  

② 団体貸出    小学校 46回 

保育所等 24ヵ所 福祉施設 1ヵ所 

③ 体験学習      中学校1校 
④ 図書館見学    小学校6校 中学校1校、保育所等9ヵ所 

⑤ 図書館調べ学習   小学校7校 中学校2校 
⑥ 利用案内配布(5月) 小中学校(児童向、先生向)、保育所、幼稚園 
⑦ インターンシップ  専門学校1校 

 

（２） ｢子どもの図書室担当者研修会」の開催 

対象：担当教諭及びスクールアシスタント 

初心者講座 第一回  6月23日(金) 午前9時30分～ 参加：10名 

・ 本、子どもの読書、図書館、学校図書館について 

・ 選書・受け入れ・分類･目録・配架等 

・ 簡単な本の修理方法(実技) 

初心者講座 第二回  6月30日(金) 午前9時30分～ 参加：10名 

・ 学校図書館調査結果について 

・ やってみよう/子どもの絵本の読み聞かせと紙芝居 

 

（３） 図書館主催行事(定例読書会は除く) 

① こどもの読書週間行事 
「親子で絵本を読みましょう」（絵本の展示･貸出） 

期間：4月1日～5月30日 

内容：第23回「よい絵本」に選定された約200点の絵本を展示･貸出 

「こどもの読書週間映写会」   

4月22日(土) 午後2時～3時  参加：子ども25名 大人15名 

プログラム：「おばけうんどうかい」ほか   

「諸橋精光絵本原画展」 

長岡市在住の絵本作家・諸橋精光さん作「はしれ！チビ電」やボローニャ国

際絵本原画展で入選した「絵にかいたねこ」の原画やジオラマなどを展示 

「おはなしのじかん」   

4月23日(日) 午後2時～  参加：子ども10名 大人10名 

プログラム：「はしれ！チビ電」(絵本)ほか    

「おはなしパレットの春の会」   

4月30日(日) 午後2時～  参加：子ども11名 大人15名 

プログラム：「ねずみくんのチョッキ」(大型絵本)ほか  
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「新潟ひょうしぎの会がやってくる」   

5月7日(日)  午後2時～  参加：子ども31名 大人41名 

プログラム：「かんおけ長者」ほか 

「チビ電にのろう」  

上記おはなし会終了後図書館作成の「チビ電」に乗車 

参加：延べ118名 

「こどもの読書週間 おはなしたまてばこ」（下田分館） 

4月23日(日) 午後2時～  参加：子ども6名 大人6名 

内容：ボランティア「おはなしコロリン」による読み聞かせ 

② 特設行事 

「全国訪問おはなし隊」訪問 

三条地区 6月11日(日) 午前10時～    参加：子ども23名 大人20名 

栄地区  6月21日(水) 午後3時30分～ 参加：子ども48名 大人23名 

内容：絵本等の読み聞かせとキャラバンカーの見学 

③ 夏休み行事 

 「夏休みおはなし会」（嵐南公民館）  

8月10日(木) 午前10時30分～  参加：子ども46名 大人 6名 

プログラム：「ちびゴリラのちびちび」(大型絵本)ほか 

  「夏休みこども映写会」  

7月22日(土) 午後2時～  参加：子ども42名 大人20名 

プログラム：「にじいろのさかな ゆうじょう編」「まんが世界昔話4」 

 7月30日(日) 午後2時～  参加：子ども 17名 大人 11名 

 プログラム：「ベースボールキッズ」 

 8月8日(火) 午前10時～  参加：子供 13名大人7名 

 プログラム：「象のいない動物園」 

 8月26日(土) 午後2時～ 参加：子ども25名 大人15名 

  プログラム：「三ねん寝たろう」「ドナルドダックとゆかいなペンギン」 

 「としょかん・チャレンジ教室」 

 8月1日(火) 午後2時～ 下田産業開発センター  

 参加：子ども3名 

8月3日(木) 午後2時～ 農村環境改善センター  

参加：子ども4名 大人1名 

 8月4日(金) 午後2時～ 図書館本館 視聴覚室  

 参加：子ども 23名 大人1名 

     内容：スライムの作成 

「こわーい おはなしのじかん」 

  8月2日、9日、23日、30日（毎週水曜日）午後3時～ 

 参加：延べ子ども113名 大人29名 

       内容：職員によるストーリーテリング 
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④  読書週間関連行事 
「古本リサイクル大会2006」 

 11月5日(日)  午前10時～ 入場者: 422人 

   ボランティア参加：9名 

  冊数 価格(円） 販売数(冊) 売上額(円) 

一般図書 1,893 20 1,079 21,580 

雑誌 971 20 422 8,440 

  2,864   1,501 30,020 

  「雑誌付録プレゼント」 

     図書館購入雑誌の付録を抽選でプレゼント（公募期間を読書週間中に設定） 

     応募総数 313件  当選者 16名 

    

２ ブックスタート事 

（１）ブックスタート実施状況 

実施月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 計 ％ 

対象者数(三条) 59 61 59 58 63 58 358  

対象者数(下田) 13  18  5  36  

対象者数(栄)  13  18  9 40  

 72 74 77 76 68 67 434  

10ヶ月実施数Ａ 62 54 73 74 59 61 383 88% 

館内受取Ｂ 8 6 4 10 4 2 34 8% 

Ａ＋Ｂ 70 60 77 84 63 63 417 96% 

 

（２） フォローアップ事業 

「お父さんのための絵本講座2006」 

10月29日(日) 午前10時30分～11時30分  

参加：子ども12名 大人14名 

     内容：「ぴょーん」(大型絵本)ほかの読み聞かせ、手遊び 

 

３ ボランティア養成講座の活動と活性化 

（１) ボランティア・スタート講座2006   

7月8日(土）午前9時30分～11時30分 参加：9名  

内容：本の修理、読み聞かせの講習、その他 

 

（２) 子どもの読書週間関連行事 
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「Book ブックさ・が・そ2006～児童書のリサイクル大会」 

    4月30日(日）午前10時～  参加：300名 

「こどもの読書週間おはなしポケットのおはなしかい」  

4月22日(土) 午後1時30分～ 参加：子ども6名 大人5名 

     内容：パネルシアターや絵本の読み聞かせ 

「おはなしパレットの春の会」   

4月30日(日) 午後2時～  参加：子ども11名 大人15名 

プログラム：「ねずみくんのチョッキ」(大型絵本)ほか  

「こどもの読書週間 おはなしたまてばこ」（下田分館） 

4月23日(日) 午後2時～  参加：子ども6名 大人6名 

内容：ボランティア「おはなしコロリン」による読み聞かせ 

 

（３) 夏休み行事 

「おはなしパレットの夏の会」  

 8月25日(金) 参加：子ども26名 大人24名 

   プログラム：「はらぺこあおむし」(布絵本)ほか 

 

（４) 読書週間行事 

「おはなしパレットの秋の会」  

10月28日(土) 午前11時～ 参加：子ども11名 大人10名 

プログラム：「たべられたやまんば」(大型紙芝居)ほか 
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平成18年度新規事業について 

 

１．自動車文庫の新規開設 

（１）広報による訪問地区募集(広報三条10月1日号、ＦＭハート） 

（２）荒沢小学校・荒沢保育所…10月17日より実施 

（３）栄中央小学校…11月2日より実施 

 

２．読み聞かせ・朗読サービス 

（１）県央寮入所者に対する朗読サービス（5月より実施） 

毎月第4木曜日、午前10時半から（おはなしパレット） 

（２）「さくらの家」出前サービス 

   10月7日（土）午後1時半から2時半（おはなしパレット） 

 

３．読み聞かせ講座等の開催 

（１）お父さんのための絵本講座 

   10月29日（日）午前10時から11時 

（２）生涯学習ボランティア講座～読み聞かせ 

   別紙参照 

 

４．第1回ボランティアおはなしまつりの開催 

（１）日時：平成18年12月24日（日）午前10時半から正午 

（２）参加団体：幹の会、おはなしバスケット、おはなしパレット、おはなしポケット、 

おはなしコロリン、布絵本の会タッチ 

（３）内容：昔話、紙芝居、パネルシアター等 

 

５．図書館下田分館 

   

 


