
（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  ５日（日） 13

５月１７日（日） 9

６月  ７日（日） 2

７月２６日（日） 8

８月１６日（日） 2

９月  27日（日） 12

１０月　４日（日） 7

１１月　１日（日） 7

１２月２０日（日） 12

  １月１７日（日） 8

  ２月２１日（日） 18

  ３月２０日（日） 3

合       計 101

月 人  数

４月 100

５月 105

６月 71

７月 42

８月 54

９月 45

１０月 92

１１月 69

１２月 86

１月 84

２月 78

３月 101

合   計 927人

アニメ「たまごっち」の「よみがえったメロディ」ほか１本

名作絵本アニメ「からすのパンやさん」「どろぼうがっこう」

アニメ「アンパンマン誕生」ほか１本

内                         容

アニメ「ぐるんぱのようちえん」ほか１本

アニメ「日本の昔ばなし」全９話

世界名作アニメ「七つの海のティコ」

名作アニメ「おやゆび姫」

戦争をテーマにしたアニメ「焼跡の、お菓子の木」

世界名作アニメ「フランダースの犬」など３話

12  回

回  数

5

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）

名作アニメ「さるかにがっせん」全４話

名作アニメ「あらいぐまラスカル」

アニメアンパンマンの「コキンちゃんとなみだのクリスマス」

50 回

4

5

4

4

4

5

4

4

3

4

4

１０．平成２7年度図書館事業

　特別整理期間のため1回休み
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講      師

 4月19日 (日) 絵本とあそぼう （絵本パズル、タペストリーシアター等） 25 アイリスと職員

 4月26日 (日)
子ども図書館たんけん教室
（クイズと見学で図書館を知ろう）

5 職　員

5月
9.10日

(土/日) 「母の日」カーネーションづくり（2回） 50 職　員

 6月13日 (土) 夏のおはなし会　（ことばあそび、大型絵本など) 37
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

6月
20.21日

(土/日) 「父の日」のメッセージカードづくり（2回） 62 職　員

 7月19日 (日)
夏休みおたのしみ会
けん玉など昔ながらのあそびにみんなで挑戦

32 職　員

 7月25日 (土) エコ工作と環境おはなし会 25 職　員

 8月 9日 (日)
夏休み工作教室
～トートバッグをデコパージュしよう！～

40 松原斐子先生

 8月 9日 (日)
総務課主催　平和事業　ビデオ上映会
アニメ「ヒロシマに一番電車が走った」ほか１本

11 総務課 職員

 8月22日 (土) エコ工作と環境おはなし会 6 職　員

 8月23日 (日)
子ども図書館たんけん教室
～クイズと見学で図書館を知ろう!　～

5 職　員

 8月30日 (日) 耳で楽しむおはなし会 7
扶桑おはなし
のろうそく

 9月13日 (日)
子ども科学教室
～ECO(エコ）なおもしろ実験をしてみよう～

30 職　員

9月
19.20日

(土/日) 「敬老の日」のカードづくり（2回） 32 職　員

10月10日 (土)
エコ工作と環境おはなし会
～ミニまんげきょうをつくってあそぼう！～

28 職　員

10月18日 (日) 子どものりもの教室　～クイズと牛乳パック電車づくり～ 35 職　員

10月31日 (土) 屋外大かみしばい大会（おはなしとあそびの広場特別版） 18 職　員

11月1日～23日 ＥＳＤクイズ　～ＡＥＬネット参加行事～ 12 職　員

11月 8日 (日) 読書週間ブックカバー教室　自分の本のフィルムカバー 15 職　員

11月21日 (土) 本とあそぼう　全国訪問おはなし隊 36
講談社　読書
推進事業部

12月12日 (土) リン先生のえいご絵本のよみきかせ（テーマ：クリスマス） 27 鈴木妙子先生

12月12日 (土) 冬のおはなし会（ペープサート、大型絵本、エプロンシアターなど） 80
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

12月13日 (日)
アルミ缶アート体験教室
～クリスマスの絵をアルミ缶にかいてみよう！～

26 宇野美紀子先生

12月19日（土） クリスマスおたのしみ会（うた・手あそび、タペストリーシアターなど） 50 アイリス

 1月 4日 (月) 冬のおたのしみ会  （かるたとり・羽子板づくり　など） 22 職　員

 1月30日 (土) 耳で楽しむおはなし会 8
扶桑おはなし
のろうそく

 2月 7日 (日) 子ども科学教室　～電気の正体をさぐろう！～ 21 職　員

 3月 5日 (土) 第２６回　朗読発表会　 63
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

 3月12日 (土) 第２回　絵本ビブリオバトル 15
職員・ボラン

ティア

 3月19日 (土) リン先生のえいご絵本のよみきかせ（テーマ：イースター） 40 鈴木妙子先生

 3月26日 (土) 春休み工作教室 　　マスコットストラップをつくろう 21 中里有里先生

34回 884

（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

　とびだす絵本や布絵本などを展示　　
　　（1階ｶｳﾝﾀｰ前）

　「ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター展」 

扶桑町平和事業　（総務課）

　 　地球環境ポスター展　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　（産業環境課）

　

　広重

　　　東海道五十三次展

　堀部富子

　　　つるしびな作品展

　　　合           計 16 回

（５）不用雑誌・図書等の無料配布

　　　平成27年5月21日、7月11日、11月21日、平成28年3月19日に実施

　愛知県施設ポスター展

　扶桑発展会 夏まつり写真展

6/6～6/22

　アルミ缶アート作品展

８月下旬に役場駐車場で開催された祭りの写真展

　日本庭園写真展

4/23～5/11

　扶桑懐古展

　第44回フォト集団コスモ写真展

日本三名園や足立美術館・京都の龍安寺など
のポスター・写真を展示

5/16～5/31

会員の方の写真を展示

扶桑の歴史がわかる天保村絵図や戦前の地
図のほか、昭和時代の写真を展示

8/1～8/15 

　めずらしい絵本展

 図書館所蔵　複製絵画展 当館所蔵の複製絵画を展示3/12～3/27

12/4～12/27

　昆虫写真展

10/24～11/1

４本のひもにつるされた、あざやかでかわ
いい人形・花などを展示

7/11～7/26

10/1～10/15

　東山魁夷・平山郁夫複製絵画展 11/７～11/23
日本画の巨匠である東山魁夷・平山郁夫の
複製絵画を展示

9/5～9/13

子どもたちに人気のカブトムシやクワガタ
ムシの写真のほか、昆虫の紙芝居も展示

地球環境ポスターと廃品再利用コンテスト
の入選作品を展示

原爆投下による実相を写し出した写真を展
示

コミュニティ斎藤のクラブ員による写真展

圧倒的な知名度を誇っている保永堂版の複
製画の展示

1/9～1/24

2/20～3/6

切り開いたアルミ缶の内側に油性ペンで色を
塗り、金具でたたいて凹凸をつけた作品

世界遺産になった、日本の象徴でもある富
士山の写真・ポスターを展示

10/23～10/29

2/6～2/21

　コミュニティ斎藤写真クラブ展

県の博物館・美術館等のポスターを展示9/16～9/30

　富士山　写真展
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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 56

５月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 82

６月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 2 36

７月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 46

８月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 70

９月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 68

１０月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 45

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 29

１月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 3 46

２月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 66

３月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 32

                合　　　計 45 638

（７）　あかちゃん絵本よみきかせ会（対象：親子）　　毎週月曜日　　午前11：00～

　月 内              容 回 数

４月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 29

５月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 43

６月 あかちゃん絵本の読み聞かせ（特別整理期間のため１回休み） 4 36

７月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 36

８月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 5 67

９月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 54

１０月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 48

１１月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 5 59

１２月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 3 46

１月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 35

２月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 5 58

３月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 54

                合　　　計 50 565

備考

　第５土曜日 職員

　　第１月曜日　個人ボランティア　　ほかは職員

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

人 員

＊夏・冬のおはなし会、クリスマスおたのしみ会などは｢各種行事」に掲載
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　　・夏休みに読んでもらいたいYA本　　　　　　  　 　　8月1日から配布

　　・青少年のための優良図書目録　　　　　　　　　   　8月1日から配布

　　・こどもによんでもらいたい「よみつがれる」えほん 　8月1日から配布

　　　　　　　　その１・２・３（２歳～５歳向き）

　　・２０１５「敬老の日　読書のすすめ」　　　　　　 　9月12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

　　・こどもによんでもらいたい「よみつがれる」えほん 　1月9日から配布

　　　　　　　　その１・２（０歳～２歳向き）

　　・２０１６「若い人に贈る　読書のすすめ」　 　 　 　3月1日から配布

＊12月・クリスマスの本　・江口孝氏寄贈の本  ・お正月の本と冬の絵本

＊１月・富士山の本と冬の絵本　・バレンタインデーの本

＊２月・戦国武将の本　・街道の本　・ＭＯＥ絵本屋さん大賞

＊３月・復刻本と尋常小学校教科書　・春を感じる絵本　・若い人に贈る読書のすすめ

・青少年のための優良図書　・茶道の本（県民茶会）

＊11月・紅葉関連と京都 奈良の本　・映画　ドラマの原作本　・ねこ　ネコ　猫の本

・ふだんみられない書庫の芸術の本　＊10月・読書の秋　文学賞作品を読む　江戸川乱歩賞ほか

（８）読書マラソンカードの実施

＊４月・江戸川乱歩没後５０年　・母の日　・緑と仲良くなる　＊５月・めずらしい絵本展

・日本庭園の本　・茶道と千利休の本　＊６月・課題図書　・雨の本　・扶桑町懐古の本

＊７月・夏の絵本　・自由研究の本　・夏休みに役立つ本　＊８月・平和の本

＊９月・敬老の日読書のすすめ　・秋の絵本とお月さまの本　・スポーツの秋体力づくりの本

 (11)　本の特集（カウンター前に設置）

（９）「図書館だより」「としょかん カレンダー」の発行

 (10)　図書リストの作成・配布

　「図書館だより」毎月末に発行、図書館の行催事とお知らせや話題等を掲載。

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

   より多くの子どもたちが読書に親しみ、励みになるように読書マラソンカードを作成し、

 　フィルムでカバーすることを行いました。

     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。

 　読書活動を支援しました。対象者（500冊以上読まれた方）２２名に対し、個人書籍を
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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２７年７月４・５日 　平成２８年１月２３・２４日開催

　　　＜４月から、個人ボランティアとして１人の方が参加＞

　朗読の発表、お話会などを通じて子ども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。声の広報録音や介護施設への定期訪問など幅広い活動を行っています。

　平成２７年１０月２９日(木)  山名小学校２年生　　４０名

＊廃棄図書（児童図書・絵本）の譲与

　　司書が月２回、支援センターを訪問して、絵本の読み聞かせ・絵本の紹介

＊ 各学校への団体貸出

     　　 ２７年度１３回 訪問と中学生の職業体験による訪問２回

　　おすすめ絵本のパンフレットの配布等を実施。

 ・にこにこらんど （高雄保育園内）毎月第３木曜日 11:20～11:50 頃

　扶桑町図書館で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
で、子どもたちを夢の世界に誘います。最近は「扶桑おはなしのろうそく」として、ス
トーリー・テリングの活動も行っています。

　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。毎年、会の成果をまとめた和本も作成しています。

　　　　　２７年度１１回 訪問

　売上金は、福祉団体への寄付と、自分たちの活動資金として活用されています。

　会員が作るタペスリーシアターや布のおもちゃや絵本が幼児コーナーにくる子どもたち
に評判です。また、絵本の読み聞かせや簡単工作などを実施しています。

　保育士の経験を生かして、絵本の読み聞かせのほか、手作りのパネルシアターやぺープ
サートを上演し、子どもたちに読書の楽しさを教えています。

 ・ すくすくらんど（斉藤保育園内）毎月第４木曜日 11:20～11:50 頃

＊ 子育て支援センターへの司書の定期訪問

　２７年度  扶桑町立小学校と子ども広場・放課後児童クラブに８５５点を譲与

＊小学生の見学

　平成２７年６月１７日(水） 柏森小学校３年生　　　４８名

　平成２７年１１月２７日(金)  高雄小学校２年生　　１１３名

　平成２７年４月２３日(木)  山名小学校３年生　　　４８名
　平成２７年６月１１日(木)  高雄小学校３年生　　　８９名

　平成２７年１２月９日（水） 扶桑東小学校２年生　 ６５名

（12）学校等との連携

　平成２７年８月５日(水)～６日(木)  扶桑中学校 　生徒４名
　平成２７年８月２６日(水）～２８日（金）扶桑北中学校 生徒２名

＊中学生の職業体験の受入

＊教員の社会体験研修

＊学生の社会体験
　平成２７年８月１２日(水)～１４日（金）　　柏森小学校　教諭　１名

　平成２７年８月２３日(日)　インターンシップ受入　大学３年生　１名
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