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【資料１】

開催日 事業名 担当館 内　容 対象 定員
申込人数

（注１）
参加者 成　　　果

第2･4(日) おはなし会 大森 － 141人 141人

第4(土) おはなし会 小林 － 52人 52人

第2･4(土) おはなし会 － 208人 208人

第1･3(土)
りんごの木の
おはなし会

－ 124人 124人

毎週（木） おはなし会 － 420人 420人

隔月１回
中央駅前地域交流館で
のおはなし会

－ 242人 242人

第3（木） おはなし会 印旛 － 234人 234人

第3(土) おはなし会 本埜 － 60人 60人

通年
新聞リサイクル
（毎月1日～8日）

全館
保存期間が過ぎた新聞のリ
サイクル

一般 － － 自由来館
図書館での廃棄新聞を住民へ提供・還元すること
ができ、資料の再利用を図ることができた。
リサイクル冊数　3,084束、100％

通年
図書紹介コーナー
「おすすめの１冊」

小倉台
職員もしくは利用者からの
お勧め本を紹介するコー
ナーを設置

自由参加 － － 自由来館
利用者や職員が図書の紹介をしあうことで、読書の
普及ができた。

4/1～5/10
こどもの読書週間事業
児童特別展示（注2）

大森 児童書に関する展示 自由来館 － － 自由来館
月刊誌「MOE」主催の「絵本屋さん大賞」で紹介さ
れた絵本を選んで展示し、多くの利用者に本を手に
してもらうことができた。

小林 － 115人 115人

そうふけ － 447人 447人

こどもの読書週間事業
図書館検定

小倉台 － 285人 285人

5/12・13 本埜

6/2 小倉台

9/1 大森

11/10・11 そうふけ

12/1 小林

1/19・20 印旛

5/29～6/24 環境月間展示（注2） 印旛
印西市環境基本計画に基
づき環境に関する展示

自由来館 － － 自由来館
「江戸のくらしにみるエコ」をテーマに、エコロジーな
社会「江戸」を通じて、環境について考えてもらえる
機会になった。

6/10
30ミニッツ！ 本のチョイ
なおし講座

小倉台
利用者に持参してもらった
本を使って修理方法を体
験

高校生以上 4人 4人 4人
図書館の本の修理や取り扱いについて知っていた
だく良い機会となった。

6/30 ブックコート体験講座 印旛
利用者が持参する本を
使ってフィルムカバーかけ
を体験

中学生以上 4人 4人 4人
図書館の本の装備について知っていただく良い機
会となった。

7/21 本埜 40人 60人 60人

8/2 大森 100人 119人 119人

8/3 印旛 60人 47人 47人

7/26 大森
小学1年～

4年生
18人 18人 18人

7/27 そうふけ
小学4年～

6年生
8人 8人 8人

7/29 印旛
小学3年～

6年生
3人 3人 3人

7/31 本埜
小学3年～

6年生
4人 4人 4人

小学1年～
2年生

8人 8人 7人

小学3年～
6年生

8人 8人 8人

8/21 小林
小学４年～

６年生
3人 3人 3人

7/20～8/31 ブックスタンプラリー 全館
小学生以下を対象に来館
した際に図書館で用意した
用紙にスタンプを押す

小学生以下 － 3,196人 3,196人
スタンプを集める目的で図書館に来館してもらうこと
で、図書館と図書館の本に対する興味・関心を深め
た。

8/2
ＤＮＡわくわく実験講座
「DNAを見てみよう！」

小倉台
DNAの基本的な講義や実
験を行う

中学生～
一般

16人 16人 16人
県内研究機関と協力し、図書館関連資料も紹介す
ることで理解を相乗的に高めた。

図書館探検隊
図書館見学やカウンター
業務などの体験

カウンターなど図書館業務を行うことで､図書館を身
近なものに感じてもらうことができた。

8/17 小倉台

自由来館

図書館での除籍資料、寄贈資料を住民へ提供・還
元することができ、資料の再利用を図ることができ
た。
各館リサイクル点数及びリサイクル率
大森　1,865点、94.0％
小林　1,802点、67.6％
そうふけ　2,479点、97.2％
小倉台　1,783点、45.9％
印旛　1,186点、83.6％
本埜　1,257点、69.7％
６館合計　10,372点、72.5％

夏のおはなし会
夏休みに行う、通常のおは
なし会の特別版として開催

幼児～
小学生

（低学年）

ボランティアと協力し、読み聞かせやパネルシア
ターなどを行い、子どもたちに物語の楽しさを感じて
もらうことができた。

4/20～5/11

こどもの読書週間事業
図書館クイズ 図書館にある本についての

検定やクイズ
小学生

いろいろな子どもの本と触れ合うことができ、親しみ
を感じてもらうとともに、知識を深めてもらうことがで
きた。

ブックリサイクル
図書館で定めた保存期限
を過ぎた雑誌図書のリサイ
クル

自由来館 － －

平成30年度事業報告　
【主催事業】

読み聞かせ
幼児

小学生
保護者

子どもたちに絵本や紙芝居を通じてお話の楽しさを
感じてもらうことができた。

そうふけ

小倉台
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開催日 事業名 担当館 内　容 対象 定員
申込人数

（注１）
参加者 成　　　果

8/3 科学あそび 小倉台
図書館の本に紹介されて
いる科学の実験や工作を
体験する

小学４～
６年生

16人 16人 16人
「音の性質」をテーマに行った。図書館関連資料も
紹介することで理解を相乗的に高めた。

9/5 小倉台 30人 18人 18人

10/13 大森 50人 29人 29人

10/26 そうふけ 4人 4人 4人

11/9 小倉台 6人 4人 4人

10/27～11/9 大森
展示「ホッと一息　本と一
息」

2013年に一度休止し昨年再開した「日本ファンタ
ジーノベル大賞」の受賞作や候補作の展示を行
い、多くの方に興味をもってもらうことができた。

10/30～
11/25

小林 展示「平成」
平成最後の読書週間ということで、平成に起こった
出来事などが書かれた本を展示し、多くの方に興味
をもってもらうことができた。

10/27～11/9 そうふけ
展示「国際アンデルセン賞
受賞・日本人作家特集」

今年角野栄子さんが国際アンデルセン賞を受賞さ
れたことにちなみ、この賞を受賞された日本人作家
の作品を展示し、多くの方に興味をもってもらうこと
ができた。

10/27～11/9 小倉台
展示「いざ、明治時代
へ！」

明治維新から150年の節目にちなみ、当時を代表
する作家の本や時代背景が書かれた本を集めて展
示し、多くの方に興味をもってもらうことができた。

10/3～11/12 印旛 展示「キリスト教」

世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜
伏キリシタン関連遺産」にちなみ、キリスト教に関す
る本を集めて展示し、多くの方に興味をもってもらう
ことができた。

10/1～11/9 本埜
展示「いわさきちひろの世
界」

いわさきちひろ生誕100年にちなみ、絵本や画集、
関連本を集めて展示し、多くの方に興味をもっても
らうことができた。

10/26 4人 4人 3人

10/28 4人 5人 5人

10/28 おはなし会＆ぬいぐる
みのおとまり会

本埜

ぬいぐるみと一緒に参加で
きるおはなし会と、参加した
あと、ぬいぐるみが図書館
で宿泊できる

幼児～
小学３年生

おはなし
会 40人

お と ま り
会 10 人

おはなし
会 32人

お と ま り
会 10

人

おはなし
会 32人

お と ま り
会 10

人

ボランティアと協力し、おはなし会やぬいぐるみのお
泊まり体験を通し、図書館への興味、関心を高める
とともに、図書館へ来るきっかけの一つとなることが
できた。

11/27～
大人のためのブックリス
ト

大森

一般成人を対象に、ある
テーマに沿って職員のお
勧めする本のブックリストを
作成・配布する

一般 － －
自 由 来

館

「どこかへ旅に出たくなる本、集めました」をテーマ
に、大森図書館の職員・スタッフが選んだガイドブッ
クや小説などさまざまな分野のお勧めする本をブッ
クリストにし配布することで、本に関心をもってもらう
ことができた。

12/9
３歳～
小学生

40人 48人 48人

12/12
0歳から

未就園児
親子50組 41人 41人

12/15 大森
幼児～
小学生

100人 77人 77人

12/15 本埜
幼児～
小学生

40人 29人 29人

12/15～
12/24

本の福袋 大森
テーマに沿った2・3冊の本
をセットにして、中身が見え
ないようにして貸し出す

一般・児童 90セット ９０セット ９０セット
内容の分からないセット本を福袋に入れて貸し出す
ことで、利用者に未知の図書を紹介することができ
た。９０セットを用意して、全て提供した。

大森 90人 50人 50人

小倉台 100人 100人 100人

2/16 冬の科学あそび 小倉台
子ども向けの科学講座を行
う

小学校４年
～６年生

8人 6人 3人
「静電気」をテーマに実験と工作を行った。児童向
けの静電気や科学実験に関する資料を紹介し、図
書館資料への関心を高めた。

3/9 春のおはなし会 そうふけ 人形劇/読み聞かせなど
幼児～
小学生

150人 78人 78人
ボランティアと協力し、人形劇やパネルシアター、大
型紙芝居などを行い、子どもたちに物語の楽しさを
感じてもらうことができた。

（注1）事前申込不要の事業の場合、当日の参加人数を申込人数としている。
（注2）こどもの読書週間　毎年4月23日から5月12日まで制定されている。
（注3）環境月間　毎年6月に制定されている。
（注4）読書週間　毎年10月27日から11月9日まで制定されている。

1/5・6 ほんのおみくじ
図書館のおすすめの本が
記してあるおみくじを引い
てもらう

小学生以下
子どもに楽しんでもらいながら未知の図書を紹介す
ることができた。

スクラップブッキング 小倉台
スクラップブッキング（お気
に入りの写真を飾るペー
パークラフト）の作成

一般
スクラップブッキングの作成をきっかけに、図書館の
関連本についても関心をもってもらうことができた。

クリスマス会

小倉台

読み聞かせ/ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ
など

ボランティアと協力し、読み聞かせやパネルシア
ターなどを行い、子どもたちに物語の楽しさを感じて
もらうことができた。

大人の図書館探検隊
図書館見学や配架業務な
どの体験をしてもらう

一般
図書館の仕事の体験や、裏側を知ってもらい、一般
の利用者にも図書館の活用の仕方を知ってもらうこ
とができた。

読書週間事業（注4） 一般 － － 自由来館

大人のおはなし会
朗読を中心としたおはなし

会
一般

ボランティアと協力し、大人の参加者に落語絵本や
昔話・現代の小説などを朗読し、おはなしの世界を
楽しんでもらうことができた。
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実施日 事業名 担当館 内　容 対象 定員 申込人数 参加者 成　　　果

7/31
科学あそび
（共催：そうふけ公民館）

そうふけ
図書館の本に紹介されて
いる科学の実験や工作を
体験する

小学４年
～

６年生
16人 16人 16人

「音の性質」をテーマに行った。図書館関連資料も
紹介することで理解を相乗的に高めた。

7/28
理科の自由研究
　サポート講座（講義）
（共催：そうふけ公民館）

20組 6組13人 6組13人

8/5

理科の自由研究
　サポート講座
　（個別相談）
（共催：そうふけ公民館）

10組 3組5人 3組5人

12/8

クリスマス会
（共催：小林公民館、小
林親子読書会かたつむ
り）

小林
読み聞かせ/ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ
など

幼児～
小学生

50人 52人 52人
ボランティアと協力し、読み聞かせやパネルシア
ターなどを行い、子どもたちに物語の楽しさを感じ
てもらうことができた。

3/16
阿部夏丸氏講演会
（共催：そうふけ公民館）

そうふけ
児童作家の阿部夏丸さん
を講師にお招きし、児童文
学の楽しさを語ってもらう

一般 60人 44人 44人
児童作家の阿部夏丸さんの体験談などのお話を
伺うとともに、関連する資料を紹介することで、児童
書に関心を持ってもらうことができた。

実施日 事業名 担当館 内　容 成　　　果

毎月２回
ブックスタート
（主催：子育て支援課）

全館
保健センターでの説明・読
み聞かせ

読み聞かせをしながら本を手渡すことで、これから
の育児に向け本への関心を高め、読み聞かせを楽
しむことを伝えた。

実施日 事業名 担当館 内　容

11/13 読書集会 全館
小学生を対象にした本の
読み聞かせと紹介

11/28 ブックトーク 全館
小学生を対象にした本の
内容の紹介

小学校（19校）年3
回
中学校（6校）年3回

スクール便 全館 小中学校への定期配本

実施日 事業名 担当館 内　容

6/27 印旛 読んであげよう！

6/5,9/13,11/8 小倉台

6/6 印旛

10/17 小倉台

毎月第３金曜日
つどいの広場
読み聞かせ

そうふけ
１～３歳児の親子への読み
聞かせ・本の紹介

9/19・21
地域子育て支援拠点事
業西の原保育園こあら
への読み聞かせ

大森
そうふけ

0～2歳児以上の親子対象
の絵本の選び方・読み聞か
せについて

木刈小学校

つどいの広場 育児期においての子どもの本への関心を高めた。

西の原保育園 乳幼児期の親子への絵本に対する関心や親しみを高めた。

【講師派遣】

会　場 成　　　果

出前講座

いには野小学校
集団の子どもたちに対しての読み聞かせにあった絵本の選
び方や読み方についての方法を学んでもらった。

本の修理講習

小倉台小学校

ブッカーのかけ方や破れてしまったり、ページがとれてしまっ
た本の簡単な修理の仕方を学んでもらった。

いには野小学校

平賀小学校
様々なテーマの本の読み聞かせを行うことにより、おはなしの
楽しさを知ってもらい、読書に対する興味や関心を高めてもら
うことができた。　対象：全校生徒。

六合小学校
学年毎にテーマに沿った本を紹介することで、そのテーマを
扱った図書への関心と教科への知識を持ってもらった。対
象：全校生徒。

市内小中学校
通年で各学校に図書を貸出した。読書タイムでの利用など本
への興味･関心をひき、児童･生徒の読書意欲を高めた。

対象 参加者

４か月児相談
参加者

－

【学校関係】

会　場 成　　　果

【共催事業】

そうふけ
自由研究の進め方を学ぶ
と同時に、図書館の本の活
用法を知ってもらう

小学校
５・６年生
～中学生

理科の自由研究の進め方のポイントの講義を通し
て、図書館の本の活用方法も知ってもらうことがで
きた。

【共同事業】
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実施日 事業名 担当館 内　容 参加者

6/14
市民アカデミー
（主催：生涯学習課）

大森
小倉台

図書館についての講義、
図書館体験

28人

大森 4人

小林 6人

印旛 2人

大森 7人

小林 4人

そうふけ 6人

小倉台 17人

印旛 3人

本埜 4人

大森 4人

小倉台 2人

8/22・24
中堅教諭等資質向上研
修

大森 1人

12/27 フォローアップ研修Ⅰ 小倉台 1人

刊行時期

年６回

年３回

５月

５月

ほんのタネ！ 小学生向けのブックリスト 市内小学校に配布

Ｂｏｏｋ　ｄｅ　Ｇｏ！ 中学生向けブックリスト 市内中学校に配布

としょかんつうしん 図書館主催事業の案内などを掲載 対象：一般

えほんのくに 絵本のブックリスト 対象：幼児、小学生、一般

教職員による職場体験 教職員

本埜第一小学校

小林小学校

【刊行物の発行】

刊行物名 内　　容 備　　考

印旛中（11/7～8）　2人
本埜中（11/29～30）　2人

11/20、21 高校生インターンシップ 高校生による職業体験 高校生 県立我孫子東高校

六合小（7/4）2人

９月～11月
印西市生き活き体験(中
学生職業体験)

市内中学生による職業体
験

中学生

滝野中(10/23～24）　4人
木刈中（11/20～21）　3人

小林中（9/28（9/27は小林公民館で受入））　2人
印西中（11/21～22）　2人

印旛中（11/7～8）　2人
原山中（11/14～15）　2人
印西中（11/21～22）　2人

船穂中（10/10～11）　4人
木刈中（11/1～2）　1人
印旛中（11/7～8）　4人
原山中（11/14～15）　4人
印西中（11/21～22）　4人

印旛中（11/7～8）　3人

対　象 備　　　考

市民アカデミー生

6～1月 小学生職場体験 小学生による職業体験 小学生

木下小（1/22）　4人

小林小（6/21）2人、小林北小（7/5）　4人

【実習受入】
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