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【資料２】

令和元年6月15日現在

開　催　日 事  業  名 担当館 内   容 対    象

第2･4(日） 大森

第 4(土) 小林

毎週(土) そうふけ

毎週(木) 小倉台

月１回 印旛

第3（土） 本埜

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～8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

大森

小林

そうふけ

子どもの読書週間事業
　図書館検定

小倉台 小学生以下

5/11・12 本埜

6/1 小倉台

10/5 大森

11/30 そうふけ

10/12 小林

1/18・19 印旛

5/28～6/23 環境月間展示(注２） 本埜
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

6/9 本のチョイ直し講座 小倉台
家から修理したい本を持参。修理
方法を学び、本への親しみをもっ
て頂くきっかけにする。

一般

6/22 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

中学生以上

7/19～9/1 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
もを対象に、配布する台紙にスタン
プを押し、スタンプが集まったら、
手作りプレゼントを渡す

小学生以下

7/20 本埜
絵本の読み聞かせやパネルシア
ターの上演など

7/30 大森
絵本の読み聞かせやパネルシア
ターの上演など

8/2 印旛
通常のおはなし会の特別版として
開催

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

夏のおはなし会（児童向け） 幼児～小学校低学年

令和元年度   図書館事業計画 
【主催事業】

おはなし会
読み聞かせ

幼児
小学生
保護者

4/19～5/12

こどもの読書週間事業
　図書館クイズ（注１） 図書館にある本についてのクイズ

[大森は児童図書展示に代えて今
回から実施]

小学生
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開　催　日 事  業  名 担当館 内   容 対    象

7/25 大森 小学校１年～４年生

7/26 そうふけ 小学校４年～６年生

7/28 印旛 小学校1年～4年生

7/30 本埜 小学校３年～６年生

8/9 小倉台 小学校１年～６年生

8/20 小林 小学校４年～６年生

8/2 科学あそび 小倉台
図書館の本に紹介されている科学
の実験や工作を行う。

小学校４年～６年生

9/22 大森

10/16 小倉台

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：ノーベル賞受賞者の軌跡

印旛 展示：未定

本埜 展示：未定

10/25 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

11/8 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

10/25、10/27 スクラップブッキング 小倉台
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

一般

10/27
ぬいぐるみといっしょのおはなし会＆
ぬいぐるみのとしょかんお泊り会

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。

幼児～小学生

11月 大人のためのブックリスト 大森
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

12月上旬 小倉台

12/21 本埜

1月 科学あそび（冬） 小倉台 子ども向けの科学講座を行う 小学校４年～６年生

1月上旬 おみくじ 小倉台
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

3月上旬 春のおはなし会 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

（注2）環境月間　毎年６月に制定されている。

（注3）読書週間　毎年10月27日～11月9日に制定されている。

（注4）大森図書館は大規模改修工事に伴い令和2年1月から9月まで休館する。その準備のため12月以
降は事業を実施しない。

大人の図書館探検隊 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

（注１）こどもの読書週間　毎年4月23日～5月12日に制定されている。

大人のおはなし会
一般を対象とした朗読等のおはな
し会を行う

一般

10/27～11/9 読書週間事業(注２） 自由来館

図書館探検隊
図書館見学やカウンター業務など
の体験
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開　催　日 事  業  名 担当館 内   容 対    象

7/30
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
の実験や工作を行う。

小学校４年～６年生

10/26
読み聞かせ講座　【新規】
（共催：印旛公民館）

印旛
公民館事業の中で、読み聞かせと
本の選び方について解説する。

幼児とその親

12/14
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・手品・ミニコンサート
などを行う。

幼児～小学生

開　催　日 事  業  名 対    象

毎月2回 ブックスタート（主催：子育て支援課） ４か月児相談
参加者

開　催　日 事  業  名

通年 スクール便

不定期 ブックトーク

【実習受入】

開　催　日 事  業  名 担当館 内   容 対    象

6/12 小学生職場体験 小林 小学生による職業体験 小林小3名

6/12 小学生職場体験 印旛 小学生による職業体験 六合小4名

8/15・16 中堅教諭等資質向上研修 小倉台 教員による職業体験 原山小１名

8/20・23 中堅教諭等資質向上研修 本埜 教員による職業体験 小倉台小教員1名

11月 インターンシップ
大森
小倉台

高校生による職業体験 我孫子東高校

不定期
印西市生き活き体験
(中学生職業体験)

全館
中学生による職業体験。依頼があ
れば行う。

中学生

開　催　日 事  業  名 対    象

毎月第３金曜
つどいの広場での読み聞かせと絵本
ガイド

読み聞かせ・本の紹介 2か月～3歳児の親子

9/18・20
地域子育て支援拠点事業西の原保
育園こあら「絵本講座」

0～2歳児以上の親子

10/17、11/8、
11/26、12/13

「認知症サポーター養成講座」での読
み聞かせ【新規】
（主催：高齢者福祉課）

小学生

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

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

絵本のブックリスト

【講師派遣】

４ヶ月児相談時の保健センターでの説明・
読み聞かせ

図書館主催事業の案内などを掲載

小学生向けブックリスト

中学生向けブックリスト

小学生への読み聞かせ・本の紹介。依頼があれば行う。

内　　容

小中学校への定期配本

内   容

絵本の選び方・読み聞かせについて

【刊行物の発行】

小学校で開催する同講座で紙芝居の読み
聞かせ

【共催事業】

【共同事業】

内   容

【学校関係】

内   容
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