
資料 No.５ 

平成26年度 三条市立図書館 運営計画 

 

１ 基本方針 

○ 市民の一人一人がいつでも、どこでも、だれでもが学び合う生涯学習の機会や場を提供し、自立

した心豊かな人間形成を支援する。 
○ 優れた芸術文化や郷土の歴史にふれる機会を充実し、文化の振興を図るとともに、市民のふるさ

とを愛する心をはぐくむ。 
○ 読書を通じて、市民や地域住民の課題解決力を醸成し、「選ばれて住み継がれるまち」づくりを支

援する。 
 
２ 重点目標 

（1）「第 2次 三条市子ども読書活動推進計画」に則った事業の展開 
・おはなし会、読み聞かせ講座の開催 
・ブックスタート事業の推進 
・子ども読書相談窓口等の充実  

（2）図書館ボランティアの養成と活動範囲の拡大 
・ ボランティアとの協働機会の拡大 

（3）障がい者向けサービスの推進 
・音声訳資料の充実、利用促進 

（4）未整理地域資料の整理 
・ 「鈴木翠龍文庫」等の整理及び登録推進 

（5）「図書館を使った調べ学習コンクール」の継続実施 
・ 過去 2年間の実績を基にした実施方法の工夫及び改善 
・ 対象校（モデル校）の再選定 

（6）市民の課題解決力の向上支援 
・ 「人生をサポート」をテーマに、年齢に応じた事業の展開 

 
３ 事業計画 

（１） 子どもの読書活動推進事業 
① 家庭・地域における読書活動の支援 
（ア）「子ども読書相談窓口」等の運営の充実 
毎月 23日が「さんじょう親子読書の日」であることをアピールし、「子ども読書相談窓口」（カウン
ター）や「子ども読書コーナー」で積極的に読書相談を受けるなどし、子どもたちや家庭での読書

意欲向上を図る。 
（イ）ブックスタート事業（毎月 1回） 

10か月健康相談会の会場で、一人ひとりに絵本の内容を伝えて手渡しし、赤ちゃんの時期から本に
親しんでもらう働きかけを推進する。 

（ウ）おはなし会や講座の開催 
毎月や季節ごとのおはなし会、読み聞かせや語りの講座などを、ボランティアと協働しながら開催

していく。 
 



 
ａ．毎月のおはなし会（☆…ボランティアとの協働） 

名 称 内 容 開催日 

あきジィのおはなしドーン！ ☆ 絵本・紙芝居の読み聞かせ 第 1土曜日 
11:00～11:30 

えほんだいすき ☆ 絵本の読み聞かせ 第 2土曜日 
10:30～11:00 

おはなしパレットのつくってポン！ ☆ 絵本の読み聞かせやパネルシアタ

ー、簡単な工作など 
第 3金曜日 
16:15～17:00 

おはなしのじかん１．２．３ ☆ 乳幼児と保護者対象の読み聞かせ 第 4水曜日 
10:30～11:00 

おはなしのじかん 絵本・紙芝居の読み聞かせ 第 4日曜日 
11:00～11:30 

おはなしポケットのおはなしかい 
（栄分館） ☆ 栄分館での絵本等の読み聞かせ 第 4土曜日 

13:30～14:10 

おはなしたまてばこ（下田分館） ☆ 下田分館での絵本等の読み聞かせ 第 1日曜日 
13:30～14:30 

 
ｂ．年間のおはなし会、その他の行事（☆…ボランティアとの協働） 

Bookブックさ・が・そ ☆ 寄贈された絵本等の市民への提供 4月 

おはなしパレット 春の 
おはなしぴょんぴょん ☆ 

ボランティアによるこどもの読書週間のおは

なし会 4月 

おはなし・おはなし ☆ 
～第 10回ボランティア 
おはなしまつり～ 

読み聞かせと語りのボランティア 7 団体によ
るおはなし会 8月 

夏休みおはなし会 
（嵐南公民館） ☆ 絵本等の読み聞かせ、手遊びなど 8月 

こわーいおはなしのじかん ☆ こわいおはなしを聞く会 8月の毎週火曜 
（お盆を除く） 

おはなしポケットナイトシアター 
（栄分館） ☆ ボランティアによる夏休み夜のおはなし会 7月、8月 

おはなしパレット 冬の 
おはなしぴょんぴょん ☆ ボランティアによる冬のおはなし会 12月 

家族でにっこりおはなし会 お父さんやおじいちゃん、家族みんなで楽し

む絵本の講座 11月 

新聞紙でエコバッグ作り 新聞紙を用いて様々な形のエコバッグを作成

する 未定 

 



② 学校等における読書活動支援の強化 
学校・保育所・その他の施設等へ積極的に出かけ、読書活動や図書館利用の促進に努める。 
（ア） 学校訪問・図書館見学の促進 
（イ） おはなしの出前サービスの充実 
（ウ） 自動車文庫の巡回 
（エ） 団体貸出の促進 
（オ） 「スクール支援パック」の提供 
（カ） 「図書館を使った調べる学習」の推進 
（キ） 学校図書室訪問相談の実施 

平成 25 年度まで行っていた「子どもの図書室担当者講座」を、より実情にあったものにし、
学校毎・担当者毎の希望に沿えるようにする。 
 

（２） ボランティアの養成と連携 
施設や読み聞かせ等のボランティアを養成するとともに、その活動の場を積極的に設け、支援す

る。 
① ボランティア養成講座の開催 
○語りボランティア講座       … 11月 
○図書館施設ボランティア講座 … 6月 
○読み聞かせボランティア講座 … 9月 
② ボランティア活動の実施 
ａ．返本作業、書架整理、製本作業等による図書館支援 
ｂ．おはなし会等、ボランティア主催行事の開催 
ｃ．おはなしの出前、朗読サービス等の実施 
ｄ．ブックスタート事業における協働 
③ 図書館におけるボランティア行事の開催 
○毎月の行事 
（１）‐①‐（ウ）の表 aを参照 
○年間の行事 
（１）‐①‐（ウ）の表 bを参照 
○おはなしの出前・朗読サービスの実施 
「すまいるランド」、「県央寮」、「地域活動支援センターアトム」、「さくらの家」、「かじまちの家」、

「育成センター」、「ナーシングホーム」、「通所リハビリテーション富永草野」、「かわせみ」、 
その他、要請に応じて随時 

 
（３） 障がい者、高齢者サービスの充実 
① 拡大読書器等、関連機器の PRと活用 
② 大活字本の充実とPR 
③ 点字図書館音訳テープの貸出 
④ 自館製作音訳テープ「声の図書館」の充実と貸出 
⑤ 障がい等がある子どもたち向けの布絵本の製作 
⑥ 障がい者施設等での読み聞かせサービスの実施 
⑦ 「新潟県立月ヶ岡特別支援学校職業学級及び普通学級」の職業実習生の受け入れ 

    平成 25年度の実績を元に学校と協議し受入を実施していきたい。 



 
（４） 視聴覚サービス 
 

名称 内 容 対象 開催日 

DVD視聴サービス 地域の映像資料、劇映画、アニメ等のDVDの
館内視聴 全般 終日 

情報コーナー インターネットの閲覧 全般 終日 

ナクソス･ミュージ

ック･ライブラリー 

インターネット音楽配信サービス「ナクソス･

ミュージック･ライブラリー」を自宅の PCで
聴くためのパスワード貸出 

全般 終日 

 
（５） 自動車文庫の運行 

※表は平成 25年度の内容。変更の可能性あり。 

訪問日 住 所 訪問場所 訪問日 住 所 訪問場所 

中野原 笹岡小学校 大島 大島児童館 

庭月 いっぷく 代官島 大島小学校 第 1・3 
火曜日 

荒沢 荒沢小学校 

第 1・3 
水曜日 

月岡 1丁目 月岡小学校 

福島新田 栄中央保育所 月岡 月ヶ岡特別支援学校 

泉新田 栄北小学校 柳川 旭小学校 

鶴田 4丁目 井栗公民館 

第 1・3 
木曜日 

福島新田 栄中央小学校 

第 1・3 
金曜日 

大島 大島病院 

東鱈田 西鱈田小学校 上須頃 須頃小学校 

上須頃 須頃小学校 第 2・4 
月曜日 

上大浦 大浦小学校 

第 2・4 
火曜日 

帯織北 あいあい保育園 

笹岡 長沢小学校 飯田 飯田小学校 

大浦 大浦小学校 第 2・4 
水曜日 

曲渕 3丁目 ケアハウスサンホーム 

第 2・4 
木曜日 

保内 保内小学校 

北潟 大面小学校 西大崎 2丁目 こころつくし 
第 2・4 
金曜日 

吉田 県央寮 

第 2・4 
金曜日 

曲渕 1丁目 曲渕市営住宅 

 
 
 



 
 
（６） 展示ホールの貸出 

 未定。平成 26年度の貸出は、1月より受付を開始。 
期間 展示会 期間 展示会 

4月前期  4月後期  
5月前期  5月後期  
6月前期  6月後期  
7月前期  7月後期  
8月前期  8月後期  
9月前期  9月後期  
10月前期  10月後期  
11月前期  11月後期  
12月前期  12月後期  
1月前期 ～ 特別整理期間 ～ 1月後期 ～ 特別整理期間 ～ 
2月前期  2月後期  
3月前期  3月後期  

 
（７） 読書会活動の支援 

表は平成 25年度受付けの内容。変更の可能性あり。 
読 書 会 名 活 動 内 容 開 催 日 

布絵本を作る会「タッチ」 布絵本の制作 第 1・3木曜日 
13:00～15:00 

三条歴史研究会 郷土史に関する知識を学ぶ 第 1土曜日 14:00～17:00 

音声訳虹の会 音声訳のための「読み方」技術研修を行

う 
第 1・3土曜日 
13:00～17:00 

三条短歌会 有名な歌人の作品鑑賞、会員の作品の相

互批評を行う 第 2日曜日 13:00～16:00 

古文書を読む会 各種古文書の解読をするとともに確定

資料(古文書)に基づく郷土史の学習 第 2日曜日 13:30～16:00 

三条語りの会「とびら」 昔話･伝説･童話などを聞いて、語って、

楽しむ会 第 2火曜日 10:00～12:00 

名作を読む会 名作を輪読、 
読後感想を発表、意見の交換を行う 

第 2・4火曜日 
13:30～15:30 

古文書入門講座 初心者を対象とした古文書を学ぶ会 第 2水曜日 18:30～20:00 

古典を読む会 古典を原文と現代語訳で輪読。読後意見

を楽しむ 第 2水曜日 19:00～21:00 

三条地名研究会 地名の調査･研究･現地探訪等。講座、講

演会の開催 不定期（年 2、3回） 

幹の会 絵本についての情報交換や読みきかせ

の勉強会 第 2木曜日 10:00～13:00 

声を出して読む読書会 朗読の基本、腹式呼吸･五十音の発音･滑

舌･早口ことばを練習。輪番制で勉強 第 2土曜日 10:00～12:00 



三条町並探検隊 三条地域史の調査･研究･発表 第 3日曜日 10:30～12:00 

未来図新潟支部 俳句の見聞を高め向上を目指す 第 3日曜日 12:00～16:30 

蛍光会 読書感想や話題の交換を行う 第 3火曜日 13:00～16:00 

文学サロン俳句教室 自然と触れ合い、心の美を表現する世界

最短文学を学ぶ 
第 3水曜日 10:00～12:00 
13:00～16:00 

論語朴の会 論語の解説・素読を行う 第 3水曜日 13:30～16:00 

つわぶきの会 視聴覚障がい者のための広報･新聞の

CD作成や施設への出前朗読を行う 第 3木曜日 9:45～12:00 

おはなしパレット 読み聞かせの勉強会や出前を行う 第 3木曜日 10:30～11:30 

郷土の史料を学ぶ会 三条地域の歴史への理解を深めるため

史料の取り扱い方や解読を学習する 第 3土曜日 10:00～12:00 

中越柳壇吟社 川柳の句会。会員が作成した句から特

選･秀逸･佳作を選出し、披講する 第 4日曜日 13:00～16:00 

おはなしバスケット 色々な施設で読み聞かせを行い、月例会

で研修と情報交換を行う 第 4土曜日 13:30～15:00 

三条良寛会 良寛の事績･書などを学習し、良寛とい

う人の行き方、心などを学ぶ 第 4土曜日 14:00～16:00 

 
（８） 広報・公聴活動 

① ホームページ、各種広報媒体の活用…市民への早めの広報を念頭におき、計画的な PRに努める。 
② 子ども向け広報紙等の発行…広報紙「よむよむ」「親子で読書通信」や、「ティーンズニュース」「い

い本あるかな。」（「よむよむ」の夏休み特集）などを工夫し、図書館利用と読書・調べ学習の促進に

努める。 
③ 市内小・中学校への利用促進記事の提供…市内各小・中学校が発行している「学校だより」「学年

だより」等に掲載可能な形で、図書館利用促進のための記事を毎月提供する。 


