
○その他の実施事業

◇読書会関係◇

日付 事業名 参加人数

4月23日 （火） 蛍光会史跡めぐり 26

5月23日 （火） 三条良寛会遺跡巡り 14

5月31日 （土） 三条歴史研究会 23

6月19日 （水） 文学サロン「吟行会」 14

9月28日 （土） 三条歴史研究会 15

10月21日 （月） 文学サロン「吟行会」 11

11月17日 （日） 論語朴の会講演会 21

10月26日 （土） 三条良寛会講演会 30

11月5日 （火） 蛍光会史跡めぐり 21

◇研修・講座等◇

日付 事業名 （実施グループ） 参加人数

6月4日 （火） 図書館ボランティア養成講座 0

6月9日 （日） 中野ミツさんを囲んでの語りの講座 27

7月3日 （火） 子どもの図書室担当者講座（初級編） 6

9月11日 （水） 読み聞かせ初心者講座 7

9月14日 （土） 読み聞かせ初心者講座 4

1月29日 （水） 子どもの図書室担当者講座（中級編） 8

日付 事業名 参加人数

4月2日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 29

4月17日 （水） 図書館訪問（なでしこ青空保育園） 見学・読み聞かせ・自由読書 23

4月19日 （金） おはなしの出前（いいだ保育園） おはなし、手あそび 32

4月23日 （火） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） おはなし、手あそび 122

4月23日 （火） 図書館訪問（第二つくし保育園　年長児） 見学・読み聞かせ・貸出 24

5月6日 （月） おはなしの出前（みんくる） おはなし 7

5月7日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 22

5月8日 （水） 調べる学習（四日町小学校　6年生） 57

5月8日 （水） おはなしの出前（いいだ保育園） おはなし、手あそび 49

5月9日 （木） おはなしの出前（きららくらぶ） おはなし 18

5月14日 （火） 図書館訪問（裏館保育所） 貸出 27

5月16日 （木） おはなしの出前（嵐南保育所） おはなし、手あそび 49

5月17日 （金） おはなしの出前（千代が丘保育所） おはなし、手あそび 117

5月22日 （水） 図書館訪問（栄分館・大島児童館） 館内閲覧 7

5月23日 （木） 図書館訪問（南小学校　特別支援学級） 見学・読み聞かせ・貸出 13

5月24日 （金） おはなしの出前（大島小学校　1～6年生） ブックトーク 86

5月28日 （火） 図書館訪問（旭保育所） 見学・読み聞かせ・貸出 40

5月29日 （水） 図書館訪問（松葉幼稚園　年長児） 39

6月3日 （月） おはなしの出前（嵐南保育所） おはなし、手あそび 58

6月4日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 25

6月6日 （木） おはなしの出前（千代が丘保育所） 135

6月7日 （金） おはなしの出前（田島わくわく保育園） おはなし 37

6月7日 （金） 図書館訪問（裏館保育所） 貸出 30

6月10日 （月） おはなしの出前（栄中央小学校　） 143

6月11日 （火） 図書館訪問（下田分館・長沢小学校　2年生） 14

6月11日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園） 50

6月12日 （水） おはなしの出前（栄中央小学校　） 129

6月13日 （木） 図書館訪問（三条小学校　3年生） 22

6月17日 （月） 図書館訪問（森町小学校　3・4年生） 20

6月24日 （月） おはなしの出前（大浦小学校） 69

6月27日 （木） おはなしの出前（保内小学校） 147

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

ブックトーク

おはなし、手あそび

ブックトーク

◇児童サービス（行事、他機関との連携など）◇ 

内容

岩室方面

下田石仏と神社・仏閣見学会

十日町方面見学

下田方面見学

内容

語りの講座

図書館スタッフによる読み聞かせ講座

年1回の公開講演会

図書館スタッフによる修理等の講座

図書館スタッフによる本の修理と展示レイアウトについての講座

図書館スタッフによる読み聞かせ講座

資料No.4

見学・読み聞かせ・館内閲覧

内容

図書館スタッフによる調べる学習についての講座

見学

ブックトーク

ブックトーク

佐渡についての本の紹介と調べ方

見学

見学



7月3日 （水） すまいるランド「えほんのじかん」 24

7月3日 （水） 図書館訪問（三条小学校　3年生） 48

7月3日 （水） おはなしの出前（嵐南保育所） おはなし、手あそび 57

7月4日 （木） おはなしの出前（千代が丘保育所） 137

7月8日 （月） インマヌエル・ルーテル幼稚園 見学、人形劇、貸出 19

7月9日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園） 48

7月10日 （水） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 36

7月12日 （金） 図書館訪問（月岡小学校　3年生） 見学、貸出 72

7月12日 （金） 図書館訪問（裏館小学校　2年生） 貸出 27

7月24日 （水） 調べる学習（大崎小学校　5年生） 99

7月24日 （水） おはなしの出前（四日町児童館） 38

8月1日 （木） おはなしの出前（千代が丘保育所） 137

8月5日 （月） 職場体験（第一中学校　特別支援学級2年生） 2

8月6日 （火） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 55

8月7日 （水） 職場体験（第一中学校　特別支援学級2年生） 2

8月9日 （金） 職場体験（第一中学校　特別支援学級3年生） 2

8月9日 （金） おはなしの出前（いいだ保育園） 50

8月9日 （金） おはなしの出前（育成センター） 3

8月20日 （木） 職場体験（第四中学校　2年生） 3

8月20日 （月） 職場体験（第三中学校　2年生） 4

8月22日 （木） 職場体験（本成寺中学校　2年生） 2

8月23日 （金） 職場体験（第一中学校　2年生） 3

9月2日 （月） おはなしの出前（嵐南保育所） 58

9月3日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 34

9月4日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所） 126

9月5日 （木） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 152

9月6日 （金） おはなしの出前（大島児童館） 25

9月7日 （土） おはなしの出前（一ノ門わくわく保育園） 177

9月9日 （水） おはなしの出前（いいだ保育園） 49

9月11日 （水） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 63

9月12日 （木） おはなしの出前（栄中央保育所） 170

9月18日 （水） 図書館訪問（大島児童館） 27

8月19日 （月） インターシップ受入れ（長岡大学　3年生） 1

10月1日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 15

10月1日 （火） おはなしの出前（いいだ保育園） 59

10月2日 （水） おはなしの出前（嵐南保育所） 60

10月7日 （月） 調べる学習（裏館小学校　3年生） 53

10月9日 （水） 職場体験（栄中学校　2年生） 4

10月15日 （水） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 55

10月16日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所） 137

10月16日 （水） 調べる学習（大崎小学校　5年生） 99

10月18日 （金） 図書館訪問（裏館保育所） 30

10月25日 （金） 図書館訪問（月岡小学校） 60

10月31日 （木） 図書館訪問（裏館小学校　2年生） 29

11月5日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 14

11月6日 （水） おはなしの出前（嵐南保育所） 60

11月6日 （水） 図書館訪問（保内保育所） 40

11月8日 （金） おはなしの出前（いいだ保育園） 50

11月8日 （金） 図書館訪問（松葉幼稚園） 23

11月8日 （木） 図書館訪問（第二中学校　3年生） 5

11月11日 （月） おはなしの出前（大浦小学校） 63

11月12日 （火） おはなしの出前（長沢小学校） 135

11月13日 （水） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 52

11月14日 （木） おはなしの出前（飯田小学校） 145

11月14日 （木） 図書館訪問（条南小学校） 2

11月14日 （木） 図書館訪問（栄分館・見附　天使幼稚園） 63

11月15日 （金） おはなしの出前（千代が丘保育所） 139

11月20日 （水） おはなしの出前（条南小学校　2・4・6年生） 177

2日間

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし

調べる学習の支援

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

職業体験

おはなし、手あそび

調べる学習の支援

地域貢献活動

おはなし

おはなし

ブックトーク

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

見学、貸出

おはなし

おはなし、手あそび

ブックトーク

ブックトーク

ブックトーク、おはなし

人形劇

見学、貸出

見学

人形劇

おはなし会、自由閲覧

おはなし

調べる学習の支援（～10月31日までに5日実施）

見学

おはなし

おはなし

読書

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし

職業体験

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

おはなし

職業体験（8/19～22）

おはなし、手あそび

見学

おはなし、手あそび



11月21日 （木） おはなしの出前（条南小学校　1・3・5年生） 158

11月21日 （木） 図書館訪問（裏館小学校） 19

11月24日 （日） おはなしの出前（裏館小学校） 人形劇 70

11月25日 （月） おはなしの出前（須頃小学校） 82

11月28日 （木） 図書館訪問（三条小学校　5年生） 19

11月28日 （木） 職場体験（三条小学校　6年生） 2

11月28日 （木） おはなしの出前（旭小学校） 72

12月3日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 13

12月5日 （木） 図書館訪問（須頃小学校　2年生） 13

12月10日 （火） おはなしの出前（千代が丘保育所） 139

12月13日 （金） おはなしの出前（下田分館・いいだ保育園） 47

12月13日 （金） おはなしの出前（育成センター） 7

12月17日 （火） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 47

12月18日 （水） おはなしの出前（嵐南保育所） 58

12月19日 （木） おはなしの出前（いいだ保育園） 49

1月7日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 25

1月8日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所） 141

1月10日 （金） おはなしの出前（育成センター） 8

1月14日 （火） おはなしの出前（田島わくわく保育園） 68

1月16日 （木） おはなしの出前（いいだ保育園） 50

1月27日 （月） おはなしの出前（嵐南保育所） 58

1月28日 （火） 図書館訪問（大崎小学校　3年生） 96

◇職業実習◇

日付 事業名

職業実習（月ヶ岡特別支援学校普通学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　2年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1
職業実習（月ヶ岡特別支援学校職業学級　3年生） 1

◇ぷれジョブ◇

日付 事業名

ぷれジョブ職業体験活動（高校2年生） 1
ぷれジョブ職業体験活動（中学1年生） 1

◇その他◇

日付 事業名

6月14日 （金） 教科書展示

毎週金曜日

毎週金曜日

内容

内容

おはなし

見学

おはなし

ブックトーク

おはなし

ブックトーク

おはなし

おはなし、見学

見学

見学

おはなし、手あそび

貸出

学校教育課による展示への協力（6月27日まで）

職業実習（5/7（火）～24（金）

職業実習（6/4（火）～毎週月曜日・火曜日

内容

職業実習（5/7（火）～10（金）

職業実習（1/20（月）～1/31（金）

職業実習（8/5（月）～9（金）

職業実習（9/17（火）、9/24（金）

職業実習（9/17（火）～10/18(金）

職業実習（10/9（水）～10/22(火）

職業実習（11/19（火）～毎週月曜日・火曜日

おはなし

ブックトーク

おはなし

おはなし

おはなし、手あそび

おはなし

おはなし

おはなし


