
○その他の実施事業

◇読書会関係◇

日付 事業名 参加人数

5月9日 （月） 漢詩サークル　バス研修会 8

6月5日 （日） 三条地名研究会公開講座 30

6月21日 （火） 文学サロン「吟行会」 13

7月16日 （土） 虹の会バス研修旅行 20

7月23日 （土） 三条地名研究会公開講座 8

8月7日 （日） 三条良寛会「子どもも大人も“良寛様”」 31

10月6日 （木） 三条良寛会「良寛遺跡めぐり」 11

10月15日 （土） 三条地名研究会公開講座 30

10月19日 （水） 文学サロン「吟行会」 13

11月20日 （日） 論語を読み習う会講演会 65

11月26日 （土） 三条良寛会講演会 23

◇研修・講座等◇

日付 事業名 （実施グループ） 参加人数

6月9日 （木） 図書館ボランティア講座 6

6月17日 （金） 読み聞かせボランティア交流会 16

6月22日 （水） 子どもの図書室担当者講座（初級編） 12

7月19日 （水） ブックスタートボランティア講座 11

1月19日 （木） 子どもの図書室担当者講座（中級編） 7

1月30日 （月） むつみ会研修 40

日付 事業名 参加人数

4月5日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 26

4月12日 （火） おはなしの出前（南幼稚園） 14

4月13日 （火） 図書館訪問（おぎぼり保育所） 10

4月14日 （月） 図書館訪問（三条小学校5年生） 21

4月14日 （月） おはなしの出前（千代が丘保育所） 125

4月19日 （木） 　　　　〃　　　　（いいだ保育園） 38

4月20日 （木） 　　　　〃　　　　（なでしこ青空保育園） 54

5月2日 （月） すまいるランド「えほんのじかん」 22

5月10日 （火） おはなしの出前（千代が丘保育所） 130

5月11日 （水） 図書館訪問（なでしこ青空保育園　年長児） 13

5月11日 （水） 　　　　〃　　（第2つくし保育園　年長児） 31

5月17日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園） 38

5月26日 （木） 図書館訪問（裏館保育所　年少・年中・年長児） 35

5月27日 （金） おはなしの出前（大島小学校 1～6年生） 77

5月30日 （月） 図書館訪問（松葉幼稚園　年長児） 45

5月31日 （火） おはなしの出前（みのり幼稚園） 73

5月31日 （火） 図書館訪問（長沢小学校　2･3年） 44

6月4日 （土） 講師派遣（裏館小学校親子読書） 30

6月6日 （月） おはなしの出前（栄中央小学校　4・5・6年生） 136

6月7日 （火） 　　　　〃　　　　（　　　　〃　　　　  1・2・3年生） 136

6月7日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 17

6月8日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所） 118

6月9日 （木） 　　　　〃　　　　（保内小学校　1～6年生） 149

6月13日 （月） 図書館訪問（旭保育所　年長児） 38

6月14日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園） 38

6月14日 （火） 　　　　〃　　　　（なでしこ青空保育園　年長児） 64

6月15日 （水） 　　　　〃　　　　（大浦小学校　1～6年生） 62

6月21日 （火） 図書館訪問（白百合幼稚園　年長児） 39

6月24日 （金） 　　　　〃　　　　（旭小学校　3年生） 13

資料No.1-5

講師：金森敦子氏

年1回の公開講演会

胎内市方面での作句会

講師：高井茂氏

市内幼稚園教諭向けの読み聞かせ講座

内容

◇児童サービス（行事、他機関との連携など）◇ 

内容

五泉方面の見学

阿賀野市方面での作句会

講師：柴田光榮氏

新潟市立中央図書館・新潟県点字図書館などを見学

講師：高野晶文氏

越後語り座による良寛さまのおはなし会

和島・分水方面の見学

おはなし、手あそび

内容

ボランティアどうしの親睦・情報交換の会

　　　　〃

図書館施設ボランティアを養成する講座

小中学校教諭・スクールアシスタント対象の図書館講座（全2回）

ブックスタートのボランティアを養成する講座

小中学校教諭・スクールアシスタント対象の調べ学習支援講座

下田分館自由読書

自由見学

おはなし、手あそび

　　　　〃

　　　　〃

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

見学・読み聞かせ・読書・貸出

見学・読み聞かせ・貸出

おはなし、手あそび

貸出

ブックトーク

見学・読み聞かせ・貸出

おはなし、手あそび

下田分館自由見学・質問

絵本読み聞かせについて

ブックトーク

　　　　〃

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

ブックトーク

見学・人形劇・貸出

おはなし、手あそび

　　　　〃　　（南幼稚園、本成寺保育所と合同おはなし会）

ブックトーク

見学・人形劇・貸出

見学・読書



6月24日 （金） 　　　　〃　　　　（裏館保育所　年長児） 20

7月2日 （土） おはなしの出前（名下保育所　1～5歳児と保護者） 45

7月5日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 20

7月5日 （火） おはなしの出前（嵐南保育所　2～5歳児） 53

7月7日 （木） 　　　　〃　　　　（大島児童館　1～5歳児） 55

7月8日 （金） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所 2～5歳児） 118

7月11日 （月） 図書館訪問（三条小学校　4年生） 21

7月12日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園） 38

7月13日 （水） 職場体験（栄中学校　2年生） 4

7月15日 （金） おはなしの出前（なでしこ青空保育園　3～5歳児） 54

7月19日 （火） 図書館訪問（ルーテル幼稚園　年長児） 9

7月19日 （火） 職場体験（栄中学校　2年生） 6

7月23日 （土） なつやすみ子ども映写会 42

7月29日 （金） 一日こども図書館員 9

7月29日 （金） 職場体験（第四中学校　2年生） 1

8月1日 （月） 夏の特別映写会 138

8月2日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 25

8月2日 （火） 図書館訪問（大島中学校　1年生） 3

8月2日 （火） 一日こども図書館員 2

8月4日 （木） 　　　　〃　　　 　（嵐南公民館） 62

8月8日 （月） 職場体験（第三中学校　2年生） 4

8月9日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　4・5歳児） 38

8月23日 （火） 職場体験（本成寺中学校 2年生） 3

8月23日 （火） とびだすカードを作ってみよう！ 34

8月24日 （水） おはなしの出前（西四日町デイサービス 0～2歳） 40

8月25日 （木） 　　　　〃　　　　（　　　　　　〃　　　　　　　3～5歳） 62

8月25日 （木） 職場体験（第一中学校　2年生） 5

8月25日 （木） インターンシップ受入れ 1

8月27日 （土） なつやすみ子ども映写会 20

9月6日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 44

9月8日 （水） おはなしの出前（本成寺保育園　0～3歳児と保護者） 40

9月9日 （木） 　　　　〃　　　　（一ノ門保育所　3～5歳児と保護者） 160

9月13日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　3～5歳児） 55

9月27日 （火） 図書館訪問（井栗小学校　2年生） 59

9月27日 （火） 　　　　〃　　　　（栄北小学校　2年生） 27

10月4日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 29

10月4日 （火） 図書館訪問（栄中央小学校　2年生） 4

10月4日 （火） 　　　 〃　　（裏館小学校　2年生と保護者） 7

10月5日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所　1～5歳児） 130

10月6日 （木） 職場体験（栄中学校　2年生） 1

10月7日 （金） 図書館訪問（保内保育所　年長児） 28

10月11日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　3～5歳児） 55

10月12日 （水） 図書館訪問（第四中学校　1年生） 51

10月13日 （木） おはなしの出前（きららくらぶ　0～3歳児と保護者） 40

10月14日 （木） 図書館訪問（裏館保育所　年長児） 38

10月19日 （水） 　　　〃　　　（須頃保育所・大島児童館　年長児） 32

10月24日 （月） 図書館訪問（裏館小学校　3年生） 37

10月31日 （月） 　　　〃　　　（裏館小学校　2年生と保護者） 5

11月1日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 45

11月2日 （水） おはなしの出前（なでしこ青空保育園　3～5歳児） 54

11月2日 （水） 図書館訪問（第2中学校　3年生） 5

11月3日 （木） おはなしの出前（四日町小学校　1年生と保護者） 60

11月4日 （金） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所 1～5歳児） 115

11月7日 （月） 図書館訪問（塚野目保育所　年長児） 33

11月9日 （水） 　　　　〃　　（一ノ門保育所　年中児） 25

11月9日 （水） 　　　　〃　　（旭小学校　5年生） 11

11月10日 （火） 　　　　〃　　（裏館保育所　年中・年長児） 38

11月10日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　3～5歳児） 55

貸出

七夕のおはなし

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

七夕のおはなし

おはなし、手あそび

調べ学習（三条祭りについて）

おはなし、手あそび

栄分館で実施

七夕のおはなし

見学・読み聞かせ・貸出

栄分館で実施

毎週月曜に実施（8/8、8/23、8/29）

おはなし、手あそび

職場についてのインタビュー

2日間

おはなし、手あそび

小学生を対象とした栄分館での仕事体験

おはなし、手あそび

夏のおはなし会

3日間

　　　　〃

2日間

4日間

おはなし、手あそび

　　　　〃

人形劇

おはなし、手あそび

見学

　〃

おはなし、手あそび

栄分館見学

見学、体験活動

おはなし、手あそび

自由読書

見学、読み聞かせ

見学、質問

見学、体験活動

おはなし、手あそび

調べ学習（三条について）、昼食休憩

おはなし、手あそび

貸出

おはなし、手あそび

　　　　〃

地域貢献活動

読み聞かせ

おはなし、手あそび

視聴覚室を利用し、保育士による読み聞かせ

見学、読み聞かせ、貸出

調べ学習（言葉、米について）

おはなし、手あそび

小学生を対象とした栄分館での仕事体験

貸出



11月11日 （水） 　　　　〃　　　　（須頃小学校　全学年） 88

11月14日 （月） 　　　　〃　　　　（飯田小学校　全学年） 140

11月16日 （水） 図書館訪問（条南小学校　6年生） 2

11月17日 （木） 　　　〃　　　（三条小学校　2年生） 5

11月18日 （金） おはなしの出前（長沢小学校　全学年・特別支援学級） 137

11月18日 （金） 図書館訪問（井栗小学校　4年生） 66

11月24日 （木） 職場体験（三条小学校　6年生） 6

11月24日 （木） 図書館訪問（大面小学校　2年生） 29

11月25日 （金） おはなしの出前（裏館小学校　3・5年生） 135

11月28日 （月） 　　　　〃　　　　（裏館小学校　1・2年生） 105

11月29日 （火） 　　　　〃　　　　（条南小学校　2・4・6年生） 193

11月30日 （水） 　　　　〃　　　　（　　　〃　　　1・3・5年生） 166

12月1日 （木） 　　　　〃　　　　（裏館小学校　4・6年生） 138

12月2日 （金） 　　　　〃　　　　（旭小学校 全学年） 64

12月6日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 48

12月6日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　3～5歳児） 55

12月7日 （水） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所 1～5歳児） 115

12月13日 （火） 　〃　（あいあい保育園支援センター　0～3歳児と保護者） 28

12月14日 （水） 　　　〃　　　　　（すまいるランドクリスマス会） 80

12月14日 （水） 図書館訪問（上林小学校　2年生） 32

12月14日 （水） 　　　〃　　　（いいだ保育園　年長児） 41

12月15日 （木） 　　　〃　　　（三条小学校　4年生） 2

12月27日 （火） おはなしの出前（四日町児童館　1～3年生） 25

12月28日 （水） ぷれジョブ職業体験活動（中学3年生） 2

1月6日 （金） ぷれジョブ職業体験活動（中学3年生） 2

1月10日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　3～5歳児） 55

1月11日 （水） 　　　〃　　　　　（千代が丘保育所　1～5歳児） 130

1月11日 （水） 図書館訪問（三条小学校　6年生） 23

1月12日 （木） 　　　〃　　　（栄中央保育所　年長児） 44

1月18日 （水） 　　　〃　　　（栄中央保育所　年中児） 36

1月26日 （水） 　　　〃　　　（保内小学校　2年生） 24

2月7日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 25

2月7日 （火） 　　　〃　　　　　（千代が丘保育所　1～5歳児） 140

2月8日 （水） 図書館訪問（条南小学校　3年生） 36

2月14日 （火） 　　　〃　　　（白百合幼稚園　年長児） 39

2月14日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園　3～5歳児） 55

2月15日 （水） 　　　〃　　　（大崎小学校　3年生） 37

2月16日 （木） 　　　〃　　　（　　　　　 〃　　　 　） 37

2月17日 （金） 　　　〃　　　（　　　　　 〃　　　 　） 37

2月27日 （月） 講師派遣（スクールアシスタント研修会） 45

◇その他◇

日付 事業名

7月1日 （金） 調べ学習作品展示

6月16日 （木） 教科書展示

10月18日 （火） 平成23年度新潟県優良図書展示貸出

10月21日 （金） 國定勇人三条市長のおすすめ本展示貸出

内容

昨年のコンクール入賞作品の複製を展示 （11月末まで）

学校教育課による展示への協力（6月30日まで）

ブックトーク

　　　　〃

調べ学習（司書の仕事について）

見学

ブックトーク

自由読書

栄分館見学

ブックトーク

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

ブックトーク

　　　　〃

おはなし、手あそび

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

読み聞かせ

見学、ブックトーク、自由読書

下田分館見学

見学、質問

読み聞かせ

おはなし、手あそび

　　　　〃

　　　　〃

見学

自由読書

展示ホール見学

栄分館来館、貸出

栄分館来館、貸出

読み聞かせ、貸出

図書の分類、修理について

県から優良図書として推奨された16冊を展示貸出（11月末まで）

三条市ティーンズ読育応援企画☆第1回と題したチラシ、ポスターを配布（1月末まで）

おはなし、手あそび

見学

　〃

　〃

おはなし、手あそび


