
 

平成２７年度 第３回 図書館協議会次第 

 
 

平成２８年３月９日（水）午前１０時 
印西市文化ホール ２階 大会議室 

 
 
１． 開 会 

 
 
２． 委員長あいさつ 

 
 
３． 課長あいさつ 

 
 
４． 議 題 
  （１）平成２８年度図書館運営方針（案）及び平成２８年度事業計画（案） 
    について 
  （２）図書館の運営について 
 ・平成２８年度祝日開館の試行（案）について 
 ・図書館情報システムの入替え等について 

 
 
５． その他 

 
 
６． 閉 会 

 



平成２８年度印西市立図書館運営方針（案） 
 
印西市の図書館は、生涯学習施設の一つとして、大森図書館を中心に小林、

そうふけ、小倉台、印旛、本埜の６館体制により、市民の生涯学習を支援する

ための情報を収集し、市民の教育と文化の発展に寄与するよう図書館奉仕の充

実に努めます。 
 利便性の向上を図るため、大森図書館、小倉台図書館において祝日開館の試

行を行ない、開館時間等の検討を行います。 
学校・地域団体との連携や図書館ボランティアとの協働等により豊かな読書

環境の向上に資するための事業を実施します。 
 図書館６館それぞれの創意工夫による運営と蔵書の整備を行い、利用の拡大

を図り図書館全体のサービス向上に努めます。 
 



開　催　日 事  業  名 場  所 内   容 対    象

第2･4(日） 大森

第 4(土) 小林

第2･4(土) そうふけ

毎週(木) 小倉台

毎月1回 印旛

第3（土） 本埜

第1･3(土) りんごの木のおはなし会 そうふけ

隔月１回 中央駅前地域交流館でのおはなし会 小倉台

通年
新聞リサイクル（毎月1日～７
日）

全館
保存期間が過ぎた新聞のリサイ
クル

自由来館

通年
図書紹介コーナー「おすすめの１
冊」

小倉台
職員や利用者からのお勧め本を
紹介するコーナーを設置

自由来館

4/1～5/10
子どもの読書週間事業 児童特別
展示

大森
こどもの読書週間にあわせて児
童書に関する展示

自由来館

小林

そうふけ

子どもの読書週間事業 図書館検
定

小倉台

5/22,6/19 図書館の使い方講座 小倉台
OPACの利用法など図書館の使い
方について学ぶ。（各回同内
容）

一般

6/4 小倉台

9/3 大森

11/12・13 そうふけ

11/19・20 小林

1月 印旛

2/18・19 本埜

6月 環境月間展示 大森
印西市環境基本計画に基づき環
境に関する本の展示をおこなう

自由来館

6月 ブックコート体験講座 印旛
参加者が持参する本に図書館の
本と同じように透明なフィルム
をかける方法を学ぶ

一般

7/22～8/31 ブック・スタンプラリー 全館

図書館に来館して本を借りた子
どもに台紙にスタンプを押し、
スタンプがあつまったら、手作
りプレゼントを渡す

児童

7/16 本埜
パネルシアターの上演や大型絵
本の読み聞かせ、工作など

7/26 大森
文化ホール事業「ロビーコン
サート」を利用しておはなし会
をおこなう

8/5 印旛
通常のおはなし会の特別版とし
て開催

自由来館

児童

夏のおはなし会（児童向け）

平成２８年度   図書館事業計画　（案）

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

ブックリサイクル

図書館にある本についてのクイ
ズ

自由来館

おはなし会

幼児～小学校低学年

4/23～5/12

読み聞かせ

子どもの読書週間事業 図書館ク
イズ



開　催　日 事  業  名 場  所 内   容 対    象

7月 大森 小学校１年生～４年生

7月 そうふけ 小学校４年～６年生

7/31 印旛 小学校４年～６年生

8/5 小倉台 小学校３年～中学生

8月 小林 小学校４年～６年生

7月 本埜 小学校３年～６年生

8/24 大人のおはなし会 大森
一般を対象とした素話し等のお
はなし会をおこなう

一般

未定 利用者懇談会 印旛 図書館職員と懇談会 一般

大森 展示：未定

小林 展示：未定

そうふけ 展示：未定

小倉台 展示：未定

印旛 展示：未定

本埜 展示：未定

10/30
ぬいぐるみといっしょのおはなし
会＆ぬいぐるみのおとまり会

本埜

ぬいぐるみといっしょにおはな
し会に参加した後、ぬいぐるみ
だけを預かり図書館でお泊まり
体験を行う。後日ぬいぐるみを
返す際にお泊まり会の様子を
撮った写真を参加者へプレゼン
トし、おすすめ絵本の貸出をす
る

11/6 図書館職員体験講座 小倉台
OPAC、本の装備、配架など図書
館職員を体験してもらう

一般

11月下旬 大人の図書館探検隊 そうふけ
図書館見学や配架業務などの体
験をしてもらう

一般

12月上旬 小林

12月上旬 小倉台

12月中旬 大森

12/17 本埜

1月上旬 本の福袋 大森
テーマに沿った本を選定し利用
者に分からないように包装して
貸出をする

一般

1月上旬 おみくじ 大森
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

児童

2月下旬 ブックカバーづくり 大森
オリジナルのブックカバーを作
成する

一般

2/25 おはなし会スペシャル そうふけ
読み聞かせ・パネルシアター・
人形劇など

幼児/小学生

未定 対面朗読講座 大森
読み聞かせボランティア希望者
を対象とした対面朗読に関する
講座

一般

クリスマス会
読み聞かせ・パネルシアターな
ど

幼児/小学生

図書館見学やカウンター業務な
どの体験

自由来館

図書館探検隊

10/27～11/9 読書週間事業



開　催　日 事  業  名 場  所 内   容 対    象

7月下旬 小倉台
中央駅前地域交流館と共催。図
書館の本に紹介されている科学
の実験や工作

小学生

8月上旬 そうふけ
そうふけ公民館と共催。図書館
の本に紹介されている科学の実
験や工作

小学生

開　催　日 事  業  名 対    象

４ヶ月児相談 ブックスタート 保健センターでの説明・読み聞かせ 受診者

開　催　日 事  業  名

通年 スクール便

不定期 ブックトーク

開　催　日 事  業  名 対    象

毎月１回 つどいの広場 つどいの広場での読み聞かせ 幼児の親子

２月
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

幼児の親子

刊行時期 刊行物名 備　　考

年６回 としょかんつうしん 対象：一般

年３回 えほんのくに 対象：幼児、小学生一般

４月 ほんのタネ！ 市内小学校に配布

４月 Ｂｏｏｋ　ｄｅ　Ｇｏ！ 市内中学校に配布

共催事業

科学あそび

共同事業

内   容

学校関係

内   容

中学生向けブックリスト

講師派遣

内   容

０・１・２歳児親子対象の絵本の選び方・
読み聞かせについて

刊行物の発行

内　　容

図書館主催事業の案内などを掲載

小中学校への定期配本

児童への読み聞かせ・本の紹介

絵本のブックリスト

小学生向けブックリスト



平成２８年度印西市立図書館の祝日開館の試行（案）について 

 
 図書館の開館日の拡大に向け、平成２７年度に５月と９月の大型連休に試行を行い

ました。 
平成２８年度は実施に向けて検討するため、大森図書館、小倉台図書館で１月１日

を除く祝日開館の試行を行います。 
 
１．平成２８年度祝日開館実施日（１５日） 

 日 曜日 名 称 備  考 
１ ４月２９日 金 昭和の日  
２ ５月 ３日 火 憲法記念日  
３ ５月 ４日 水 みどりの日 夜間開館無し 
４ ５月 ５日 木 こどもの日  
５ ７月１８日 月 海の日 火曜振替全館休館 
６ ８月１１日 木 山の日  
７ ９月１９日 月 敬老の日 火曜振替全館休館 
８ ９月２２日 木 秋分の日  
９ １０月１０日 月 体育の日 火曜振替全館休館 
１０ １１月 ３日 木 文化の日  
１１ １１月２３日 水 勤労感謝の日 夜間開館無し 
１２ １２月２３日 金 天皇誕生日  
１３ １月 ９日 月 成人の日 火曜振替全館休館 
１４ ２月１１日 土 建国記念の日  

１５ ３月２０日 月 春分の日 火曜振替全館休館 
 
 
２．実施館 
  ・大森図書館 

・小倉台図書館 
   ※祝日が水曜日に重なる場合は、夜間開館は行わない。 
 
３．周知方法 
  広報いんざい、図書館ＨＰ、ポスター、図書館カレンダー等 
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