
（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３日（日） 17

５月８日（日） 8

６月５日（日） 12

６月１２日（日） 0

７月１７日（日） 11

８月７日（日） 14

８月１4日（日） 12

９月２５日（日） 18

１０月２日（日） 17

１１月２３日（祝） 13

１２月２５日（日） 0

  １月８日（日） 7

  ２月２６日（日） 3

  ３月５日（日） 6

合       計 138

月 人  数

４月 72

５月 68

６月 93

７月 75

８月 82

９月 106

１０月 83

１１月 68

１２月 66

１月 82

２月 98

３月 159

合   計 1,052人

アニメ「アンパンマン」

世界名作劇場　アニメ「赤毛のアン」

アニメ「うっかり　ペネロペ」

アニメ「マイメロディの赤ずきん」

アニメ「日本の昔ばなし」９話

アニメ「シンデレラ」

内                         容

アニメ「ちいさなプリンセス ソフィア はじまりのものがたり」

名作絵本アニメ「ねずみのなるき」「おつかい」ほか１話

せかい名作どうわアニメ「ピノキオ」ほか２話

名作アニメ「キャスパー」全８話

アニメ「おさるのジョージ」全４話

せかい名作どうわアニメ「ピノキオ」ほか２話

アニメ「つるにのって　～とも子の冒険～」

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0：30）

サンリオ世界名作映画館「キキとララの青い鳥」

１４回

49 回

5

4

4

4

4

5

4

4

4

3

4

　特別整理期間のため1回休み

１０．平成２８年度図書館事業
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行　事　名 講      師

４月17日 (日) 絵本とあそぼう （大型絵本、タペストリーシアターなど） 25 アイリスと職員

４月24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!）

10 職　員

５月７日 (土) 「母の日」カーネーションづくり 34 職　員

５月29日 (日)
子どもお天気教室
～クイズと科学工作でたのしもう!～

7 職　員

６月11日 (土) 夏のおはなし会　（エプロンシアター、大型絵本など) 51
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

６月
18・19日

(土・日)
「父の日」のメッセージカードづくり（２日間）
～お父さんのにがお絵うちわづくり～

63 職　員

６月25日 (土) エコ工作と環境おはなし会 25 職　員

７月23日 (土) エコ工作と環境おはなし会 23 職　員

７月24日 (日)
夏休みおたのしみ会
～伝承あそびにチャレンジしよう!～

29 職　員

８月７日 (日) 夏休み工作教室　～おし花のうちわづくり～ 30 講　師

８月７日 (日) 総務課主催　平和事業ビデオ上映会 14 総務課

８月27日 (土) エコ工作と環境おはなし会 12 職　員

８月28日 (日) カイコ　ふれあい たいけん教室 96 扶桑愛蚕会

９月11日 (日) 子ども科学教室  ～水のちからを感じてみよう！～ 47 職　員

９月
17・18日

(土・日)
敬老の日のフォトフレームづくり（２日間）
～おじいさん・おばあさんにすてきな写真立てを贈ろう！～

41 職　員

９月22日 (祝) 第５回　耳で楽しむおはなし会　（ストーリーテリング） 11
扶桑おはなしのろ

うそく

９月24日 (土) エコ工作と環境おはなし会 2 職　員

10月16日 (日)
子ども歴史教室　～室町・戦国時代～
武士の時代のなぞをさぐる！

28 職　員

10月29日 (土) エコ工作と環境おはなし会 15 職　員

11月６日 (日)
子ども工作教室
～紙コップでＵＦＯ（フリスビー）をつくってあそぼう！～

15 職　員

11月26日 (土) エコ工作と環境おはなし会 9 職　員

12月10日 (土) 冬のおはなし会　（大型絵本など） 51
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

12月11日 (日) クリスマス工作教室　～クリスマスリースをつくろう！～ 30 講　師

12月17日 (土)
クリスマスおたのしみ会　（うたあそび、パネルシアター、タペス
トリーシアターなど）

81 アイリス

12月24日 (土) エコ工作と環境おはなし会 5 職　員

１月４日 (水)
冬休みおたのしみ会
～お正月あそびをたのしもう!～

35 職　員

  １月28日 (土) エコ工作と環境おはなし会 17 職　員

２月５日 (日) 子ども科学教室 　～空気（くうき）をつかまえよう！～ 30 職　員

　２月25日 (土) エコ工作と環境おはなし会 12 職　員

３月４日 (土) 第２７回　朗読発表会 35
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ
あいうえお

３月11日 (土) 災害伝承よみきかせ会 11 職　員

  ３月19日 (日) 春休み工作教室　～ドリームキャッチャーをつくろう！～ 31 講　師

  ３月20日 (祝) 耳で楽しむおはなし会　（ストーリーテリング） 10
扶桑おはなしのろ

うそく

  ３月25日 (土) 絵本作家本人による絵本の読み聞かせ 38 矢野アケミ

  ３月26日 (日) リン先生のえいご絵本よみきかせ会 30 リン先生

49回 1003

（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

　二宮金次郎像をたずねて！

　　～絵でみる金次郎の生涯～

　原爆投下による実相を映し出した写真を展

　示（平和事業・総務課主催）

　扶桑愛蚕会による、カイコに関する写真や

　扶桑町と養蚕に関する写真などを展示

　コミュニティ斎藤の写真クラブの会員の方

　の作品を展示

　アイリス　タペストリーシア　　　 　　作品展　ボランティアグループ　アイリスの方によ

　ター作品展 　る布をもちいた作品展

　

　地球環境ポスター展　　　　　　　　　　　　　　　廃品再利用コンテスト　　　　　　　　　　　

　廃品再利用コンテスト

  ８月下旬に役場駐車場で開催された祭りの

  写真展

世界遺産リストに登録された遺跡、景観、

自然などの写真を展示

　

「矢野アケミ『どうぶつドドド』

　絵本原画展」

19 回

（５）不用雑誌・図書等の無料配布

　　　平成28年5月19日、7月16日、11月19日、平成29年2月18日に実施

9/17～9/26

　第46回フォト集団コスモ写真展

新美憲治（扶桑町在住）さんによる金次郎
の生涯を描いた絵や金次郎像の写真を展示

会員の方の写真を展示

　視覚ミステリー展

8/1～8/15

　扶桑町とカイコ展

10/22～10/27
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

　斎藤写真クラブ展

4/16～5/8

　愛知県施設ポスター展

4/23～5/15

県内の美術館・博物館で現在、開催中のイ
ベントを紹介

7/8～7/25

9/3～9/11

10/1～10/14

愛知県知立市在住の絵本作家：矢野アケミ
さんの原画と完成した絵本を展示

　扶桑発展会 写真展

　世界遺産写真展 11/5～11/20

世界の名画の複製画を展示

1/6～1/22

11/26～12/11

　こども読書週間ポスター展

　めずらしい絵本展

6/11～6/26

目の錯覚を利用した絵・写真・図などを展
示

5/21～6/5

8/20～8/31

　サダコと折り鶴ポスター展

　とびだす絵本や布絵本などを展示

　1960年から現在に至るポスターを展示

10/22～11/4

県内の美術館・博物館等をポスター・パン
フレットで紹介

合           計

　富嶽三十六景複製画展
葛飾北斎の代表的な作品で、各地から望む
富士山を描いた複製画を展示

2/12～2/27

　世界名画展示会

　中日写協写真展

3/18～4/2

扶桑支部の会員の方々の力作を展示

12/16～12/26

1/27～2/8

扶桑支部の会員の方々の力作を展示

　中日写協写真展

　愛知県施設ポスター展
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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 5 52

５月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 53

６月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 3 53

７月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 61

８月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 38

９月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 56

１０月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 62

１１月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 51

１２月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 2 10

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 56

３月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 24

                合　　　計 47 564

（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 44

５月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 5 49

６月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 49

７月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 3 38

８月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 5 85

９月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 50

１０月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 5 75

１１月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 60

１２月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 56

１月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 44

２月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 64

３月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 54

                合　　　計 50 668

備考

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

　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
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　　・おおがたえほん　もくろく　　　　 　 　　　 　　８月１日から配布

　　・夏休み読んでもらいたいYA本　　　　　　  　 　　８月１日から配布

　　・青少年のための優良図書目録　　　　　　　　   　７月20日から配布

　　・敬老の日　読書のすすめ　　　　　　　　　　   　９月７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

　　・２０１７「若い人に贈る　読書のすすめ」　 　　　３月１日から配布

＊３月　〇若い人に贈る読書のすすめ　〇入学・入園に関する本

　　 「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。　

＊４月　〇若い人に贈る読書のすすめ　

＊２月　〇チョコレートに関する本　〇ＭＯＥ　絵本屋さん大賞2012～2016

　　　　〇３．１１に関する本

　　　　〇地震の原因・歴史のわかる本　　

＊７月　〇「海」と「川」の本　〇夏休みに役立つ本　

＊８月　〇「山」と「キャンプ」の本　〇平和を考える本　

＊10月　〇秋を感じる絵本　〇野外で観察する本　

＊12月　〇クリスマスの本　〇夏目漱石の本　　

＊１月　〇ミステリー小説ベスト１０　〇ふゆの絵本　　

＊９月　〇宇宙に関する本　〇高齢者におすすめの本

＊11月　〇文化財・世界遺産の本　〇伝統的工芸・芸能の本　

＊５月　〇野鳥の図鑑やバードウォッチングの本　〇鳥の羽根・巣・卵などの本

＊６月　〇課題図書　〇雨を楽しむ絵本　〇「父の日」の本

（８）読書マラソンカードの実施

　 「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。

 (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

      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、励みになるように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）２３名に対し、個人書籍

　　　をフィルムでカバーすることを行いました。
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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２８年７月９・１０日 　平成２９年１月２１・２２日開催

＊個人ボランティア（１人）の方があかちゃん絵本よみきかせ会に参加

　 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

　　 １２回 訪問と中学生の職業体験による訪問２回

＊子育て支援センターへの司書の定期訪問

　扶桑町立小学校と放課後子ども広場・放課後児童クラブに７３５点を譲与

　　 １１回 訪問

＊ふそう福祉会との提携。べーかりーたんぽぽによるパンの販売

　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。

　会員が作るタペスト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（斎藤保育園内）毎月第４木曜日 11:20～11:50 頃

　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。

（12）学校等との連携

　平成２８年８月３日(水)～４日(木) 扶桑中学校　　　　　生徒４名
　平成２８年８月２４日(水）～２６日（金）扶桑北中学校　生徒３名

＊中学生の職業体験の受入

＊教員の社会体験研修

   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。

　平成２８年１２月１４日(水)　扶桑東小学校２年生　　６４名

　平成２８年１０月２０日(木)  山名小学校２年生　　　４８名

＊廃棄図書（児童図書・絵本）の譲与

＊学生の社会体験

　平成２８年１２月２３日(祝)～２５日（日）　　楽田小学校　教諭　１名

　なし

＊小学生の見学
　平成２８年７月１日(金） 柏森小学校３年生　　　　　４６名

　平成２８年１１月１０日(木)  高雄小学校２年生　　１０５名
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