
（１）子どもビデオ劇場（対象：児童） 毎月１回　日曜日　（午前11：00～、　午後2：00～）

月      日 人 数

４月　８日（日） 4

５月　６日（日） 17

６月  ２日（日） 19

７月　８日（日） 13

８月１９日（日） 13

９月   ９日（日） 2

１０月　７日（日） 10

１１月１８日（日） 16

１２月１６日（日） 9

  １月１３日（日） 6

  ２月１7日（日） 4

  ３月１7日（日） 13

合       計 126

月 人  数

４月 45

５月 68

６月 49

７月 53

８月 80

９月 75

１０月 40

１１月 68

１２月 47

１月 98

２月 94

３月 121

合   計 838人

１０．平成２４年度図書館事業

　特別整理期間のため1回休み

4

5

3

4

5

世界名作アニメ「ハーメルンの笛吹き男」

アニメ「一休さん」２話

ハローキティのクリスマスアニメ４話

51 回

4

4

5

4

4

5

12  回

回  数

4

備    考

（２）あかちゃんクラブ　ラッコルーム（対象：親子 毎週木曜日 (午前10：00～午後12：30）

アニメ「かぐやひめ」「したきりすずめ」始め３話

アニメ「おじゃ丸」１２話

アニメ「こぶとりじいさん」「うしわかまる」始め４話

内                         容

アニメ「ピーターパン」

アニメ「３びきの子ぶた」「たから島」始め４話

世界名作アニメ「おやゆび姫」

アニメ「ふしぎの国のアリス」

アニメ「チップとデール　～リスのいたずら合戦～」

アニメ「アンパンマン」２話
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内                      容 講      師

 4月22日(日) 絵本とあそぼう
（紙芝居、絵本パズルづくり、タペストリーシアターなど）

32
ボランティア
アイリスと職員

 4月29日(日) 子ども工作教室
（わりばしてっぽうをつくってさそぼう!）

12 職　員

 5月 3日 (祝) 「子どもの日」かんたん工作 12 職　員

5月
12.13日

(土/日) 「母の日」のプレゼントづくり 30 職　員

 5月20日(日) 子ども天体教室
～太陽と月のクイズとかんたん工作～

29 職　員

 6月 9日(土)
夏のおはなし会
（ことばあそび、大型絵本「かみなりさまとくわのき」、しかけ絵本「おおき
くなったら」、ペープサート「おたまじゃくしの１０１ちゃん」など

48
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

6月
16.17日

(土/日) 「父の日」のカードづくり 63 職　員

 7月29日(日) 夏休み工作教室　～デコパージュボックスをつくろう～ 39
松原斐子
先    生

 8月 5日(日) 夏休みおたのしみ会
～昔ながらのあそびにみんなで挑戦しよう～

20 職　員

 8月11日(土)
平和事業ビデオ上映会　(総務課）
アニメ「命の水～ひろしま水道物語～」記録映画「ヒロシ
マから未来へ」

10 職　員

 8月26日(日)
子ども科学教室
（光の正体をさぐってみよう）

13 職　員

9月
15.16日

(土/日) 「敬老の日」のカードづくり 48 職　員

 9月23日 (日) 子どもどうぶつ教室
（どうぶつのクイズとおりがみでどうぶつをつくる）

24 職　員

10月21日(日) 子ども工作教室
（ぶんぶんごまをつくって、まわしてみよう!）

8 職　員

11月 4日(日) 子ども科学教室　～水のちからを感じてみよう～ 26 職　員

12月 2日(日) 冬の工作教室
（わらを使って、かわいいお正月かざりをつくる）

39 中里有里先生

12月 8日（土） 冬のおはなし会（大型絵本、ペープサート、ことばのあそびなど） 54 あいうえお

12月15日（土） クリスマスおたのしみ会（絵本、タペストリシアター、フォークダンスなど） 72 アイリス

12月23日(日) クリスマスおはなし会 25 あっぷるぱい

 1月 4日(水) カルタとり・コマまわし大会
（大きな手づくりカルタとりとベットボトルキャップのこまであそぼう）

18 職　員

 2月11日(祝) 子どもれきし教室
～大むかし(縄文～古墳時代）のせかいをクイズとたいけんで知ろう～

20 職　員

 3月 2日(土) 第２３回　朗読発表会 42
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

 3月31日(日) 春休み工作教室
（春の風を感じるモビールとかざぐるまをつくろう）

10 職　員

25回 694

（３）各種行事

人 員月   日

合　計
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（４）各種展示会

展      示      名 期   間 内              容

「市民が描いた原爆の絵展」

扶桑町平和事業　（総務課）

 愛とやさしさの世界　

　　　　　いわさきちひろ展

　

　

 地球環境ポスター展・廃品再利用

 コンテスト　　　　(産業環境課）

 永田　貢　写真展

　　～ジャカルタとバタピアー～

 ブリューゲル版画展 3/9～3/24
図書館所蔵の大型本「ブリューゲル全版
画」の一部を展示

　　　合           計 16 回

（５）不用雑誌・図書等の無料配布

　　　平成24年5月17日、6月2日、7月14日、10月20日に実施

町内在住の永田氏の写真展示

原爆による悲惨な状況を被爆者自ら描い
た絵を展示

図書館所蔵の複製絵画を展示

10/26～11/5

9/14～9/24 会員の方々の写真を展示

いわさきちひろの複製絵画の展示

10/6～10/21

 世界遺産写真展 2/10～2/25 世界遺産の写真・ポスターの展示

 かわい ますみ　絵本原画展 1/12～1/27
町内在住のかわいますみ氏の絵本原画の
展示

 クラフト工房　けや樹作品展
町内でクラフト工房けや樹を主宰する西
村恵司氏の作品を展示

12/8～12/27

 昆虫写真展 7/14～7/29

8/3～8/15 

10/26～11/2

11/17～11/25

クワガタムシなど人気の昆虫写真・昆虫
の紙芝居などを展示

地球環境保護ポスターと廃品再利用用コ
ンテストの入選作品を展示

 扶桑発展会 盆踊り(夏祭り)写真展

 図書館所蔵　複製絵画展

 町制６０周年記念　扶桑懐古展

 扶桑写友クラブ　写真展

めずらしい絵本展示　　（1階ｶｳﾝﾀｰ前）4/21～5/6

懐かしさを感じる扶桑の写真・地図・扶
桑の写真が掲載された本などを展示

6/9～6/24

8/25～9/9

扶桑発展会主催の写真を展示

 図書館所蔵　複製絵画展 図書館所蔵の複製絵画を展示

岐阜県の魅力の観光地・名勝地をポスター
トとパンフレットの展示

 岐阜県の魅力展 5/3～5/20

 めずらしい絵本展

3/28～4/9
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（６）「おはなし」と「あそび」の広場（対象：児童）　　毎週土曜日　　午後2：00～

　月 内              容 回 数
４月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 65

５月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 63

６月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 3 71

７月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 93

８月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 41

９月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 107

１０月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 61

１１月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 62

１２月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 2 55

１月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 48

２月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 76

３月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 69

                合　　　計 47回 811 人

（７）「のりくんのおじさん」　　　（対象：児童）　　毎月第４土曜日　　午前10：30～

内              容 回 数

毎月1回 腹話術や絵本を子供たちのリクエストに応じて読み聞かせ 12 207 人

　
　　・おすすめの絵本　　　　　　　　  　　　　　 　　4月21日から配布
　　・子どもたちに読んでほしい本　　　　　　  　 　　8月 1日から配布
　　・図書館職員がえらんだ　中・高校生向きの本　   　8月 1日から配布
　　・青少年によい本をすすめる県民運動・図書リスト　10月 1日から配布

人 員

  第１土曜日 おはようクレヨン　第２土曜日 あいうえお

　第３土曜日 アイリス 　　　　 第４土曜日 あっぷるぱい
備 考

  子どもの読書活動は、言語を学び、感性を磨き、表現力や創造力を豊かにします。
より多くの子供たちが読書に親しみ、励みになるよう読書マラソンカードを作成し、
読書活動を支援しました。対象者（500冊以上読まれた方）27名に対し、個人書籍をラ
ミネートフイルムでカバーすることを行いました。

（９）「図書館だより」「としょかん カレンダー」の発行

 (９)　図書リストの作成・配布

 「図書館だより」毎月月末に発行、図書館の行催事とお知らせや話題等を掲載。

（８）読書マラソンカードの実施

＊夏のおはなし会、クリスマスおたのしみ会などは｢各種行事」に掲載

　第５土曜日 職員

　 「としょかん カレンダー」子ども向けに毎月月末に発行、図書館の行催事等を掲載。

人 員
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１１．ボランティア・サークル団体

＊「あっぷるぱい」

＊朗読グループ「あいうえお」

＊「アイリス」

＊「おはようクレヨン」

＊扶桑古文書会

＊チャリティ古本市　（あっぷるぱい、あいうえお、アイリス、おはようクレヨン主催）

　平成２４年７月７・８日 　平成２５年１月１９・２０日開催

　２４年度  扶桑町立小学校と子ども広場に １,１７９冊を譲与

　町内にある古文書を発掘し、解読、口語訳を行うことで、古文書に関する本を作製し、
図書館に寄贈しています。また、古文書に対する理解を深めると共に扶桑町の歴史を考察
しています。

　会員が作る創作布絵本や創作おもちゃが幼児コーナーにくる子供たちに評判です。ま
た、絵本の読み聞かせや紙芝居の上演などを実施しています。

 ・ すくすくらんど（斉藤保育園内）毎月第４木曜日 10:30～11:10

     　　 ２４年度１２回 訪問と中学生の職業体験による訪問１回

　子育て真っ最中のヤングママが保育士の経験を生かして、手作りパネルシアターやぺー
プサートを上演し子供たちに読書の楽しさを教えています。

＊「のりくんのおじさん」
　腹話術や絵本の読み聞かせで活躍中の「のりくんのおじさん」が子供たちのリクエスト
応じて読み聞かせを実施しています。

 ・にこにこらんど （高雄保育園内）毎月第３木曜日 10:30～11:10

　平成２４年７月３０日(月)･１日(水)･３日(金)  犬山市立犬山東小学校　教諭１名

＊小学生の見学

　平成２４年５月１０日(木)  高雄小学校３年生　　５０名
　平成２４年５月３１日(木） 柏森小学校３年生　　５０名

　平成２４年１２月６日(木） 扶桑東小学校２年生　６０名

　人形劇、お話会にとどまらず演劇などを通じて子供たちに読書の楽しさを教え、図書館
活動を支えている団体です。声の広報録音など幅広い活動を行っています。

＊ 子育て支援センターへの司書の定期訪問

　　司書が月２回、センターを訪問して、絵本の読み聞かせ・絵本の紹介

　平成２４年１１月１日(木） 高雄小学校２年生　　７５名

　　おすすめ絵本のパンフレットの配布等を実施。

＊廃棄図書（児童図書・絵本）の譲与

＊ 各学校への団体貸出

２４年度１２回 訪問と中学生の職業体験による訪問１回

　扶桑町図書館のお話会をするボランティアとして結成され、絵本の読み聞かせや紙芝
居、人形劇等を使って、子供たちを夢の世界に誘います。特に絵本の読み聞かせは他に類
をみないすばらしさです。

（１０）学校等との連携

　平成２４年８月  ６日(月)･８日(水)･９日(木)  扶桑中学校 　生徒２名
　平成２５年１月２３日(水）～２５日（金）　 　扶桑北中学校 生徒３名

＊中学生の職業体験の受入

＊教員の社会体験の受入

　平成２４年４月１９日(木)  山名小学校３年生　　５０名

－23－


