
○その他の実施事業

◇読書会関係◇

事業名 参加人数

4月15日 （火） 蛍光会史跡めぐり 23

4月19日 （土） 郷土の史料を学ぶ会講演会 20

5月29日 （木） 三条良寛会遺跡巡り 17

6月18日 （水） 文学サロン 12

8月24日 （日） 三条町並探検隊 27

9月6日 （土） 三条歴史研究会研修旅行 20

9月6日 （土） 三条地名研究会講演会 85

9月26日 （金） 三条歴史研究会研修旅行 25

9月27日 （土） 三条良寛会講演会 60

10月5日 （日） 三条歴史研究会公開講座 17

10月11日 （土） 三条語りの会「とびら」公開講座 32

10月15日 （水） 文学サロン 10

10月21日 （火） 蛍光会史跡めぐり 23

11月2日 （日） 三条歴史研究会公開講座 29

11月8日 （土） 三条語りの会「とびら」公開講座 32

11月15日 （土） 音声訳虹の会講座 7

11月16日 （日） 論語朴の会講演会 20

11月22日 （土） 音声訳虹の会講座 7

11月22日 （土） 郷土の史料を学ぶ会講演会 33

11月29日 （土） 音声訳虹の会講座 7

12月6日 （土） 三条歴史研究会公開講座 42

◇研修・講座等◇

事業名 （実施グループ） 参加人数

4月26日 （土） 裏館小学校親子読書会講座（中央公民館） 23

9月29日 （月） 読み聞かせボランティアステップアップ講座（わらべうた） わらべうたの講座 11

9月29日 （月） 杉山亮さん講演会 絵本作家 杉山亮さんの講演会 10

9月30日 （火） 〃 〃 7

10月1日 （水） 読み聞かせボランティアステップアップ講座 わらべうた、グリム童話の講座 16

事業名 参加人数

4月1日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 26

4月6日 （日） 春の昔話を語る会（諸橋轍次記念館） おはなしコロリンと有志による昔話の会 12

4月10日 （木） 図書館訪問（なでしこ青空保育園） 見学、おはなし 19

4月16日 （水） 　　　　〃　　（第二つくし保育園） 見学、おはなし、貸出 23

4月18日 （金） おはなしの出前（いいだ保育園） おはなし、手あそび 42

4月21日 （月） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） 141

4月22日 （火） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） 65

5月7日 （水） 　　　　〃　　　　（いいだ保育園） 41

5月8日 （木） 　　　　〃　　　　（きららくらぶ） 40

5月9日 （金） 図書館訪問（下田分館・あらさわ保育園） 見学、貸出 15

5月16日 （金） おはなしの出前（大島児童館） おはなし、手あそび 20

5月19日 （月） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） 144

5月21日 （水） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） 49

5月29日 （木） 図書館訪問（裏館保育所） 見学、自由読書、貸出 33

5月29日 （木） 　　　　〃　　（下田分館・長沢小学校） 26

6月2日 （月） おはなしの出前（大島小学校　1～6年生） ブックトーク 93

6月3日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 18

6月5日 （木） 図書館訪問（第三中学校　特別支援学級） 利用カード作成、見学、自由読書、貸出 11

6月9日 （月） おはなしの出前（栄中央小学校　1～3年生） 133

6月10日 （火） 　　　　〃　　　　（栄中央小学校　4～6年生） 142

6月11日 （水） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） おはなし、手あそび 144

音訳入門講座

八十里峠の歴史について

図書館スタッフによる読書会についての講座と読み聞かせ

井栗の小字

「語り」講座　埋もれているふるさとの民話の採集・再話の技術を学ぶ

音訳入門講座

第8回論語講演会

音訳入門講座

江戸時代の屋号と明治以降の苗字を考える

2014　ミステリーバス

歴史の道　三条古道を歩く

江戸時代庶民史～越後七不思議めぐり～

吉田東吾記念博物館

良寛に学ぶ

◇児童サービス（行事、他機関との連携など）◇ 

〃

おはなし、手あそび

ブックトーク

内容

吟行会

大面小学校校庭にある「二宮金次郎の銅像」と「謎の石像」

「語り」講座　昔話・伝説・童話を語りつぐ

吟行会

春の史跡めぐり

史跡めぐり

資料No.4

内容

見学

内容

〃

〃

〃

〃

日付

日付

日付

〃

〃



6月12日 （木） 　　　　〃　　　　（いいだ保育園） 50

6月17日 （火） 　　　　〃　　　　（大島児童館） おはなし 20

6月24日 （火） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） おはなし、手あそび 55

7月1日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 26

7月8日 （火） おはなしの出前（千代が丘保育所） 152

7月8日 （火） 職場体験（第二中学校　2年生） 5

7月11日 （金） 図書館訪問（月岡小学校　3年生） 見学、利用案内、貸出 56

7月14日 （月） 　　　　〃　　（インマヌエル・ルーテル幼稚園） 見学、人形劇、貸出 17

7月15日 （火） おはなしの出前（田島わくわく保育園） おはなし、手あそび 56

7月15日 （火） 　　　　〃　　　　（井栗小学校　1年生） おはなし 41

7月17日 （木） 　　　　〃　　　　（いいだ保育園） おはなし、手あそび 53

7月23日 （水） 　　　　〃　　　　（大島児童館） おはなし 20

8月1日 （金） 図書館訪問（松葉幼稚園） 19

8月5日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 31

8月6日 （水） おはなしの出前（いいだ保育園） 52

8月11日 （月） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） 152

8月12日 （火） 　　　　〃　　　　（大島児童館） 20

8月18日 （月） 職場体験（第一中学校　2年生） 4

8月19日 （火）      〃     （第四中学校　2年生） 2

8月19日 （火）      〃     （本成寺中学校　2年生） 6

8月20日 （水）      〃     （第四中学校　2年生） 2

8月20日 （水）      〃     （本成寺中学校　2年生） 6

8月21日 （木）      〃     （第三中学校　2年生） 5

8月22日 （金）      〃     （第三中学校　2年生） 5

8月25日 （月）      〃     （第一中学校　2年生） 4

8月26日 （火） おはなしの出前（田島わくわく保育園） おはなし、手あそび 56

9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 32

9月3日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所） 152

9月10日 （水） 　　　　〃　　　　（いいだ保育園） 64

9月12日 （金） 　　　　〃　　　　（栄中央保育所） 177

9月17日 （水） 　　　　〃　　　　（大島児童館） 20

9月18日 （木） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） 56

9月26日 （金） 　　　　〃　　　　（あいあい保育園子育て支援センター） 24

10月6日 （月） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 18

10月6日 （月） 職場体験（田上中学校　2年生） 2

10月7日 （火） 　　〃　 　（田上中学校　2年生） 2

10月7日 （火） おはなしの出前（千代が丘保育所） 152

10月8日 （水） 職場体験（田上中学校　2年生） 2

10月8日 （水） 図書館訪問（裏館保育所） 見学、貸出 36

10月9日 （木） 職場体験（栄中学校　2年生） 3

10月10日 （金） 図書館訪問（あいあい保育所） 見学、おはなし、自由読書 40

10月17日 （金） 　　　〃　　　（栄分館・なでしこ青空保育園） 見学、自由読書 22

10月17日 （金） 　　　〃　　　（井栗小学校　2年生） 見学、利用案内、おはなし、自由読書、貸出 54

10月21日 （火） 職場体験（下田中学校　2年生） 5

10月24日 （金） おはなしの出前（大島児童館） おはなし 20

10月26日 （日） 　　　　〃　　　　（中央公民館・移動点字図書館） おはなし、資料展示 15

10月28日 （火） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） おはなし、手あそび 54

10月28日 （火） 図書館訪問（須頃小学校　2年生） 見学、質問、貸出 16

10月30日 （木） 　　　〃　　　（裏館保育所） 見学、貸出 36

11月4日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 24

11月5日 （水） おはなしの出前（千代が丘保育所） 152

11月7日 （金） 図書館訪問（松葉幼稚園） 20

11月11日 （火） 　　　〃　　　（三条小学校　4年生） 18

11月12日 （水） おはなしの出前（いいだ保育園） 51

11月13日 （木） 　　　　〃　　　　（飯田小学校　1～6年生） 133

11月14日 （金） 　　　　〃　　　　（保内小学校　1～6年生） 147

11月16日 （日） 秋の昔話を語る会（諸橋轍次記念館） おはなしコロリンと有志による昔話の会 25

11月17日 （月） おはなしの出前（大浦小学校　1～6年生） 64

11月18日 （火） 　　　　〃　　　　（大島児童館） おはなし 20

見学、自由読書

見学、自由読書、貸出

おはなし、手あそび

おはなし、手あそび

ブックトーク

ブックトーク

〃

おはなし、手あそび

見学、配架、レファレンス体験、お薦め本紹介など

〃

見学、配架、レファレンス体験、お薦め本紹介など

おはなし、手あそび

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

見学、配架、レファレンス体験、お薦め本紹介など

見学、配架、レファレンス体験、お薦め本紹介など

施設見学、配架、レファレンス体験など

〃

おはなし、手あそび

〃

見学、配架、レファレンス体験、お薦め本紹介など

おはなし、手あそび

〃

〃

見学、自由読書

〃

〃

〃

〃

〃



11月19日 （水） 図書館訪問（栄分館・栄中央小学校　2年生） 34

11月20日 （木） 　　　〃　　　（第二中学校） 5

11月21日 （金） おはなしの出前（旭小学校　1～6年生） 70

11月25日 （火） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） おはなし、手あそび 49

11月28日 （金） 　　　　〃　　　　（長沢小学校　1～6年生） 126

12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 10

12月3日 （水） おはなしの出前（須頃小学校　1～6年生） 87

12月4日 （木） 　　　　〃　　　　（裏館小学校　2･3･6年生） 231

12月5日 （金） 　　　　〃　　　　（裏館小学校　1･4･5年生） 167

12月8日 （月） 図書館訪問（上林小学校　2年生） 23

12月9日 （火） おはなしの出前（千代が丘保育所） 152

12月11日 （木） 図書館訪問（下田分館・いいだ保育園） 43

12月12日 （金） おはなしの出前（いいだ保育園） 51

12月16日 （火） すまいるランドクリスマス会 おはなし 170

12月17日 （水） おはなしの出前（大島児童館） おはなし、手あそび 20

12月18日 （木） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） 56

1月6日 （火） すまいるランド「えほんのじかん」 おはなし、手あそび 17

1月7日 （水） おはなしの出前（大島児童館） おはなし、手あそび 16

1月8日 （木） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） 152

1月13日 （火） 　　　　〃　　　　（田島わくわく保育園） 67

1月15日 （木） 　　　　〃　　　　（いいだ保育園） 53

1月15日 （木） 図書館訪問（下田分館・いいだ保育園） 14

◇ぷれジョブ◇

事業名

ぷれジョブ職業体験活動（小学5年生） 1
〃　　　　　　　　 （中学2年生） 1

◇その他◇

事業名

教科書展示（14日間）

見学、おはなし、貸出

おはなし、手あそび

見学

おはなし、手あそび

ブックトーク

〃

〃

見学、ブックトーク

ブックトーク

見学、おはなし、貸出

ブックトーク

〃

内容

地域貢献活動

学校教育課による展示への協力（6月13日から26日まで）

毎週金曜日の夕方に職場体験を受入

〃

〃

〃

内容

━

━

━

〃

日付

日付


