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○その他の実施事業

◇読書会関係◇
日付 事業名 内容

5月21日 （木） 蛍光会「史跡めぐり」 南魚沼市方面の見学
5月27日 （水） 本を読んで人生を語りあおう 新しく発足、第1回定例会
6月3日 （火） 文学サロン「吟行会」 阿賀町御神楽温泉での研修
6月8日 (月） 嵐城吟社 新しく発足、第1回定例会

9月17日 （木） 三条良寛会「良寛遺跡めぐり」 南魚沼市方面の見学
10月28日 （水） 三条良寛会「良寛足跡案内」 月岡小学校からの依頼で児童74名を案内
11月18日 （水） 文学サロン「吟行会」 柏崎市大崎温泉での研修

◇ボランティア関係◇
日付 事業名 （実施グループ） 内容
6月1日 （月） 図書館施設ボランティア講座 施設ボランティアを育成する講座

8月4日 （火）
「通所リハビリテーションかわせみ」おはなし
の出前

スタッフと協働で第1回の出前。以降定例化

10月27日 （火） 読み聞かせボランティア初心者講座 読み聞かせボランティアを育成する講座（2日間）。講師：根津正子さん

11月7日 （土） おはなしパレット秋の陣 秋の読書週間でのおはなし会
11月21日 （土） 自然豊かな下田で昔話を聞く会 下田地区での昔話の会、第4回
12月6日 （水） 子ども読書ボランティアリーダー育成講座 主催：新潟県生涯学習推進課　講師：佐藤凉子先生
12月8日 （火） 図書館施設ボランティア講座 （第2回） 施設ボランティアを育成する講座

◇児童サービス（他機関との連携など）◇ 
日付 事業名 内容

4月23日 （木） おはなしの出前 （大島小学校 全学年） 図書館利用案内とブックトーク
5月9日 （土） 栄分館オープニングイベント 佐藤凉子先生「おはなしの世界へようこそ！」未就園児の部、低学年の部

5月9日 （土） 　　　　　〃 　　　〃　　　　「絵本ミニ講座　子どもといっしょに絵本をたのしもう！」

5月9日 （土） 親子読書会 （裏館小学校） 読み聞かせの解説と実演
5月14日 （木） 図書館見学 （第二つくし保育園）
5月28日 （木） 　　　〃　　　 （松葉幼稚園）
6月3日 （水） 　　　〃　　　 （旭保育所） 見学・おたのしみ・貸出
6月9日 （火） 　　　〃　　　 （裏館保育所） 見学・貸出

6月24日 （水） 　　　〃　　　 （旭小学校 3年生） 見学・説明・読書
7月2日 （木） 　　　〃　　　 （月岡小学校 3年生）
7月3日 （金） 調べ学習 （第三中学校 １年生）
7月7日 （火） おはなしの出前 （旭小学校1・2年生） ブックトーク

7月10日 （土） 図書館見学 （ルーテル幼稚園 年長） 見学・劇・貸出
7月17日 （金） 　　　〃　　　 （四日町小学校 3年生） 見学・貸出
7月17日 （金） 職場体験 （大島中学校 2年生） 生徒2名
8月3日 （月） 　　 〃　　 （第四中学校 2年生） 生徒3名。3日間
8月4日 （火） おはなしの出前 （すまいるランド） 第1回。以降定例化

8月18日 （火） 職場体験 （第三中学校 2年生） 2日間
8月19日 （水） 図書館訪問 （三条小学校1～4年生） ブックトーク、こわいおはなしなど
8月20日 （木） 職場体験 （本成寺中学校 2年生） 4名。2日間

8月26日 （水）
おはなしの出前 （西四日町デイサービスセ
ンター）

センター利用者と隣接の四日町保育所園児が対象。26・
27の2日間

9月10日 （木） おはなしの出前 （大島公民館）
9月15日 （火） 図書館見学 （栄中央小学校 2年生） 栄分館とすまいるランドの見学
9月17日 （木） 　　　〃　　　（栄北小学校 2年生） 本館を見学
9月28日 （月） おはなしの出前 （上林小学校 1年生） 読み聞かせ
9月29日 （火） 調べ学習 （第四中学校 1年生） 郷土の調べ学習
9月29日 （火） 職場体験 （下田中学校 2年生） 4名
10月5日 （月） 図書館見学 （上林小学校 3年生）
10月7日 （水） 　　　〃　　　（月岡保育所 年長） 見学・おはなし
10月8日 （木） おはなしの出前 （きららクラブ）

10月22日 （木） 図書館見学 （保内保育所 年長） 見学・おはなし・貸出
10月23日 （金） 　　　〃　　　（裏館小学校 2年生） 見学・作業体験
11月4日 （水） おはなしの出前 （飯田保育所） おはなし
11月5日 （木） 　　　　　〃　　　 （南幼稚園） 　　〃

11月11日 （水） 　　　　　〃　　　 （大浦小学校 全学年） ブックトーク
11月12日 （木） 　　　　　〃　　 　（須頃小学校 全学年） 　　　〃　　　（4年生を除く）
11月16日 （月） 図書館見学 （大面小学校 2年生） 栄分館
11月20日 （金） おはなしの出前 （四日町小学校 1・2・6年 ブックトーク



11月25日 （水） 　　　　 〃　　 　 （　　　〃　　　特別支援学 　　　〃
11月26日 （木） 図書館見学 （保内小学校 3年生）
12月1日 （火） 　　　〃　　　（南小学校 ６年生） バリアフリー見学。3日間
12月2日 （水） おはなしの出前 （旭小学校 上・下級学年） ブックトーク
12月6日 （水） ちょっと特別なおはなし会 佐藤凉子先生によるおはなし会

12月7日 （月）
　　　　〃
（長沢小学校 特別支援学級・低学年・中学

　　　〃

12月8日 （火） 　　　　〃　　　　 （飯田保育所） 読み聞かせ
12月9日 （水） 　　　　〃　　　　 （条南小学校 1・3・5年生） ブックトーク

12月10日 （木） 　　　　〃　　　　 （　　　〃　　　2・4・6年生） 　　　〃
12月11日 (金） 図書館見学 （南小学校 特別支援学級） 見学・読み聞かせ・自由読書
12月11日 (金） 　　　　〃　　 (月ヶ岡養護学校） 自由読書
12月15日 （火） 　　　　〃　　 （飯田保育所） 下田分館見学
12月15日 （火） おはなしの出前 （裏館小学校 1・3・4年生） ブックトーク
12月17日 （木） 　　　　〃　　　　 （　　　〃　　　2・4・6年生） 　　　〃
12月24日 （木） 　　　　〃　　　　 （南幼稚園おはなし会） 読み聞かせ
12月25日 （金） 　　　　〃　　　　 （すまいるランドクリスマス 人形劇
1月14日 （木） 　　　　〃　　　　 （飯田保育所） おはなし

◇ブックスタート◇　…追加資料2

◇その他◇
日付 事業名 内容

4月28日 （火） 表彰付き添い
新潟県読書推進功労者名島ルイさんの表彰に、推薦図書
館として付き添い

6月16日 （火） 調べ学習作品展示 昨年のコンクール入賞作品の複製を展示 （11月末まで）
6月19日 （金） 中学校教科書展示 教科書センターへの協力。7月2日まで


