
Ⅷ　図書館
１　南砺市立図書館概要

中央 城端 平 井波 福野
上平
ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

利賀
ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

井口
ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

計

総数
（司書）

9（5） 4（2） 4（１） 5（2） 6（6） １（0） １（0） １（0） 31（16）

専任
（司書）

9（5） 4（2） 3（１） 5（2） 6（6） ― ― ― 27（16）

兼任
（司書）

― ― １（0） ― ― １（0） １（0） １（0） ４（0）

140,206 91,687 23,838 96,451 149,191 0 0 0 501,373

総数 138,737 90,591 23,225 95,156 144,920 0 0 0 492,629

うち
児童書

25,664 23,492 7,341 19,881 29,497 0 0 0 105,875

1,469 1,096 613 1,295 4,271 0 0 0 8,744

総数 4,118 1,675 862 1,760 3,134 0 0 0 11,549

うち

平成30年３月31日現在

職員数

所蔵総数（A+B)

蔵書
冊数
（A）

視聴覚資料（B)

年間
図書
受入
冊数

館名

項目

うち
購入
冊数

2,891 1,248 730 1,380 2,613 0 0 0 8,862

130,220 30,642 6,427 39,858 76,615 10 26 0 283,798

総数

うち
児童

貸出
冊数

142,270 42,387 7,173 70,588 99,029 5 13 0 361,465

うち
児童書

45,082 17,080 3,598 27,739 31,031 4 2 0 124,536

注１：年間受入図書冊数の中には、購入の他、寄贈、遡及入力分（旧蔵書を遡ってシステムに入力したもの）
　　等も含む。

受入
冊数
注１

入館者数

実利用
者数

10,838

1,810

貸出
冊数
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２ 図書館主催事業 

（１）なんと！こども読書週間

春の「子ども読書の日」及び「こどもの読書週間」関連事業として、全館で「なんと！

こども読書週間」を開催し、児童の読書活動推進事業の開催・ＰＲに努めた。  

期間：平成 29 年４月 22 日（土）～５月 14 日（日） 

会 場 内 容・日 程・参加者数 

全館共通 

① おたのしみセット～どんな本が入っているのかな？～ 

図書館職員おすすめの絵本を３冊セットにして貸出。期間中、全館で 

387 セット（1,161 冊）の貸出があった。 

中央図書館 

「おはなしひろば はるいろとしょかん」（4 月 29 日）   35 人参加 

絵本の読み聞かせ、本探しゲーム、かぶとづくりを実施。 

本の展示「おおきな世界へ Let’s go」（４月 22 日～５月 14 日） 

ひろい世界、冒険等の絵本や読み物を展示・貸出。 

先着 55 名に「こいのぼり」プレゼント！（５月５日） 

こどもの日に来館貸出をしてくれた子どもたちに、図書館職員手作りの

“こいのぼり”を先着 55 名にプレゼント 

先着 100 名に「カーネーション」プレゼント（５月 13 日･14 日） 

５月 14 日は「母の日」、図書館職員手作りのメッセージ付きの“カーネ

ーション”を来館貸出者先着 100 名にプレゼント 

「はるいろとしょかん おりがみを作ってはろう！」（４月 22 日～５月

７日）こどもの日のおりがみ（こいのぼり、かしわもち、かぶと）を作

って、ガラス面に貼り春を作った。 

城端図書館 

本の展示「えほんさっかライブラリー」（４月１日～５月 31 日） 

「ディック・ブルーナ＆五味太郎」の絵本を展示・貸出。 

「城端小学校２年生図書館招待」（4 月 26 日）             60 人参加

地域の図書館を知ってもらうため、地域の小学２年生を図書館に招待し、

利用方法の説明やブックトークを実施。 

「虹の会のおはなし会＆母の日のプレゼントづくり」（５月７日） 

10 人参加

絵本や紙芝居の読み聞かせと、母の日のプレゼント作りを実施。 

「プチバックをつくろう！」（４月 22 日～５月 14 日） 

延べ５７人参加 

お菓子を入れる白い袋を使いモールの持ち手のかわいいバックを作成。 

平図書館 
「わくわく本のひろば 春」（５月７日）          ６人参加

「おおきい」をテーマにしたおはなし会と工作会を実施。 

井波図書館 

本の展示と紹介・貸出（４月 22 日～５月 14 日） 

・「2016 年度ベストリーダー」絵本・児童書の人気ランキングを展示。 

・「たくさん読んで大きくなあれ」図書館のおすすめ児童書の展示。 

「この本がすき!!」（４月 22 日～５月 14 日） 

すきな本のタイトルを記入してもらったカードを、児童書コーナーの窓

に貼った乗り物ボードに掲示。  

40 人参加

工作コーナー「ハッピーメッセージカード」（４月 22 日～５月 14 日） 

メッセージカードの作成。                145 人参加
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「ミニお話会」（４月 22 日）               ７人参加 

ボランティアつばきの会による絵本や紙芝居の読み聞かせ。 

「読書ノート」配布（４月 22 日～５月 14 日） 

福野図書館 

おはなしと絵本づくり「いろいろすきないろ」（４月 29 日）  

職員によるおはなし会の後、絵本の絵を 1 枚ずつ描く。 

イベント終了後に製本し、絵本を２冊作成。       25 人参加 

本の展示「カラフル！いろイロすきなのどんないろ？」（４月 23 日～５

月 14 日） 

テーマに関連した絵本と、イベントで作成した絵本の展示。 

（２）夏休み！手作り絵本教室 

 子どもの読書活動推進事業の一環として開催し、子どもの図書館利用の機会づくりの拡

大を図った。 

会 場 開催日 参加者 内     容 

城端図書館 ７月 25 日 29 人 
沢田奈美枝さんを講師とし、色画用紙 

などを使い、絵本を製作。 

参加費：300 円 

平 図書館 ７月 26 日 20 人 

井波図書館 ７月 28 日 27 人 

福野図書館 ７月 31 日 26 人 

中央図書館 ８月７日 29 人 

（３）夏休み読書感想文の書き方教室 

 子どもの読書活動推進事業の一環として開催し、子どもの図書館利用の機会づくりの拡

大を図った。 

会 場 開催日 参加者 内     容 

平 図書館 ７月 28 日 12 人 戸成博宣さんを講師とし、小学生を 

上学年（３～６年生）・下学年（１・２年

生）に分けて読書感想文の書き方教室を

実施。 

参加無料 

中央図書館 ７月 31 日 36 人 

城端図書館 ８月１日 33 人 

井波図書館 ８月２日 40 人 

福野図書館 ８月 10 日 40 人 

（４）なんと！図書館まつり ～本のかずだけＨＡＰＰＹがある～ 

読書週間を中心とした期間に、主に子どもを対象として開催した。読書の楽しさや、本

に親しむ機会づくりの推進を図った。 

  開催期間 平成 29 年 10 月 27 日（金）～11 月 19 日（日） 

会 場 内 容・日 程・参加者数 

全館共通 ①ヨムヨムヨラリー  

小学生以下対象のスタンプラリー。期間中に本・雑誌を 15 冊借り、

スタンプを 15 個集めた人(先着 300 人)に記念品を贈呈。 

② 図書館ぐるぐる展「なんと！鉄道の旅」 
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（9 月 15 日～12 月 10 日）南砺市にまつわる展示として、南砺市を走

る鉄道「城端線」は今年、開通 120 年を向かえました。この節目の年

に、南砺市の鉄道の歴史等を知ってもらうために、廃線となった「加

越線」も含め、各図書館で保存している写真や、加越線資料保存会所

蔵の写真等をお借りし、城端線の前身である、中越鉄道から現在まで

の写真をパネル展示し、新たな図書館利用者を開拓する契機とする。

市内全図書館で巡回展示。 

③ おたのしみセット～どんな本が入っているのかな？～ 

図書館職員おすすめの絵本を３冊セットで貸出。期間中、全館で 574

セット(1,722 冊）の貸出があった。 

④ 本の展示「みんなはどんな本が好き？～木になる気になる本～」 

利用者に、おすすめの本を木の葉の形の紙に記入してもらい、木の絵

に掲示。また、紹介された本を展示。 

⑤ 本の展示「郷土を知ろう！」 

南砺市や富山県に関する郷土資料を展示。 

⑥ 「ブックリサイクル市」 

図書館で廃棄する雑誌等を無料で提供。 

中央図書館 「ケイトさんとハロウィーン！」（10 月 29 日）       55 人参加

国際交流員ケイトさんによる英語のおはなし会と工作会を実施。 

イタイイタイ病パネル展示（10 月 27 日～11 月 29 日） 

イタイイタイ病への関心を広げていくことを目的にパネル展を実施。 

（主催：イタイイタイ病資料館） 

「未来を描こう作品展」（パネル展示）（10 月 27 日～11 月 19 日） 

福光地域の子どもたちが「未来の福光」を描いた作品を展示。（主催：福

光公民館） 

城端図書館 「虹の会のおたのしみ会」（10 月 28 日）                 11 人参加 

読み聞かせボランティア「虹の会」による読み聞かせと牛乳パックで竹

とんぼを作る工作を実施。 

「こどもシアター」（11 月 12 日）             6 人参加

子ども向けのアニメ「ピノキオ」を上映。 

「新聞エコバックをつくろう！｣(11 月 19 日）       17 人参加 

北日本新聞城端販売所の方を講師に招き親子で実施。  

図書館クイズ「読書」「鉄道」（期間中）        延べ 78 人参加

小学生向けにテーマに基づいたクイズを出題し、関連した本を展示・貸

出を実施。 

平図書館 出前おはなし会（10 月 31 日・11 月 17 日）        11 人参加 

平複合施設内で活動している五箇山子ども広場に出向いて、おはなし会

を実施。 

「としょかんであそぼ！」（11 月３日）          67 人参加 

おはなし会「おはなしランド」は、絵本の読み聞かせを実施。 

工作会「つくってあそぼ！」を実施。 

井波図書館 「ミニお話会」（10 月 28 日）              ９人参加 

ボランティア「つばきの会」による絵本や紙芝居の読み聞かせ。 

「こども映画会」（11 月 11 日）                            25 人参加

子ども向けアニメーション２本を上映。 

「子ども会」（11 月 18 日）               11 人参加 

ボランティア「ピッコログループ」による絵本や紙芝居の読み聞かせを

実施。 
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「つくってみよう！ミニミニえほん」（10 月 27 日～11 月 19 日） 

                         延べ 193 人参加 

職員指導の工作を実施。 

「読書ノート」の配布(10 月 27 日～11 月 19 日) 

子供用、大人用の２種類作成し希望者に配布。 

福野図書館 福野図書館×ヘリオス 絵本ライブ＆ワークショップ    243 人参加 

「えほんのせかいに、とびこんじゃえ！」（10 月 28 日）

絵本をスクリーンに投影し、音響や照明等の演出を加えた絵本ライブと、

どんぐりを使った工作を実施。【ヘリオスとの共催事業】 

紙コップ人形「パクパクちゃん」を作ろう！（11 月 3 日）  41 人参加

職員指導の工作を実施。 

ＤＶＤ上映会（11 月 18 日）               27 人参加 

一般向けの映画作品と子ども向けアニメ作品を上映。 

（５）本の展示会 

 利用者が関心を持つようなテーマを設定し、関連する本を毎月展示し紹介した。 

 また、平成 23 年度から「ちょっと気になる一冊」のコーナーを全館に増設。市内全図書

館の年間上・下半期に分け、文芸書は上位 20 位まで、実用書は上位３位までを発表し、各

本に順位№を貼り付け展示・貸出をした。その他にも各図書館がおすすめする本や絵本、

視聴覚資料を置き、職員の感想等をポップに付け、来館者が手にとりやすい展示方法を工

夫。 

・８月に（終戦記念日を中心に）、平和に関する本を展示（５館共通、継続） 

・保健センターと連携し、自殺対策強化月間（３月）に「こころの健康づくりコーナー

を設置した。（５館共通、継続） 

・税務課と連携し、確定申告相談会場（全８会場の内４会場）に雑誌を配置（継続） 

月 中央図書館 城端図書館 

上段：一般書の展示 上段：一般書の展示 

下段：児童書の展示 下段：児童書の展示

４ 

うそ!?ほんと!?びっくり!? 花のたより 

はるいろとしょかん 
えほんさっかライブラリー 

「ディック・ブルーナー＆五味太郎」

５ 

恋する文学 ドキッ この本この賞！ 

かぞくでにっこり 
えほんさっかラブラリー 

「ディック・ブルーナ＆五味太郎」

６ 

『「ことば」の贈り物』 家族劇場 

がおー きょうりゅうえほんあつまれ！ えほんさっかライブラリー 

「高畠純＆さとうわきこ」 

７ 

夏休みなにしよう？海へ！山へ！ 海色ライブラリー♪ 

だるまちゃん 50 周年～かこさとしのえほん えほんさっかライブラリー 

「高畠純＆さとうわきこ」 

８ 
リケイで行こう！ 夏に負けない 

おうちで おてつだい できるかな？  

９ わたしの秋探し 猫本読まニャい？ 
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どうぶつあつまれ！ えほんさっかライブラリー「かこさとし」

10 

おいしい図書館へようこそ いぬ本いかが？ 

ぐーぐーぺこぺこいただきまーす 
えほんさっかライブラリー 

「はたこうしろう＆なかやみわ」 

11 

郷土を知ろう！『なんとを旅する』 本でふれる芸術♪ 

まほうつかいになりたいな えほんさっかライブラリー 

「黒井健＆どいかや」 

12 

今年はばたいた本（一般編） クリスマスプレゼントをあなたに 

今年はばたいた本（児童編） えほんさっかライブラリー 

「トーベ・ヤンソン＆あべ弘士」 

１ 

犬のこと。 ご当地小説で日本縦断 

科学道 100 冊ジュニア えほんさっかライブラリー「川端

誠」 

２ 

猫のこと。 大人の学び直し 

にゃんにゃんにゃん！～ねこのおはなし～ えほんさっかライブラリー 

「佐々木マキ＆和田誠」 

３ 

もしも!?に備える～防災を考える～ あの日を忘れない 

こんなとき どうする？ えほんさっかライブラリー「村上康

成」 

月 井波図書館 福野図書館 

４ 
子育て応援団 フワフワ・モフモフ動物写真 

はじめまして！ はる・ららら♪ 

５ 
受賞作 イチオシ！! さらば！五月病 

たくさんよんでおおきくなあれ カラフル！いろイロすきなの どんないろ？ 

６ 
リラックス タイム ガンバレ!!男たち～父の日に読みたい本～ 

このおとなあに？ きょうは なにして あそぼっか？ 

７ 
涼を求めて… 暮らしを彩る一工夫 

のりもの い～っぱい☆ むし☆むしランド 

８ 

コ・ト・ダ・マ ～全国連句大会によ

せて～ 
SUKIYAKI の夏、世界と出合おう♪ 

サン サン サマー ゾクゾク～！ あつ～いなつにはコワ～イはなし 

９ 
温故知新 アートの世界をのぞいてみる 

ゲンキがいいね！ 声に出して読んでみよう！ 

10 
秋の夜長に… 読むだけで、健康！ 

おいしいね  ハッピーハロウィン！ 

11 
郷土を知ろう！～未来への道標～ （読書週間展示） 

時をこえて愛さている おはなし おでかけしましょ♪ 

12 
冬・支・度 ゆく年、くる年 

ふゆのキラキラ☆ まちどおしいな★クリスマス 

１ 
ワンッダフル・イヤー ○○に初挑戦 

みんなでおでかけ！！ はっぴいぬーいやー！（犬の本） 

２ 
ハートに届け♪ ガンバレ、ニッポン！ ～2018 平昌オリンピック～ 

ほりだしえほん ねこがいっぱい にゃん にゃん にゃん 

３ 
明日への扉 我が家の家計見直し術 

もうすぐ○○○♪ ★みんなともだち★ 
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月 平図書館 

４ 春 

５ 2016年度平図書館ベストリーダー 

６ 芸人が本職です 

７ カラダが資本！ 

８ ぬいぬいサマー 

９ 心をやわらかく 

10 郷土を知ろう！ 

11 郷土を知ろう！ 

12 オンナのミカタ 

１ みんなが好きな絵本2018 

２ チョコレイトディスコ！ 

３ 随筆に漫画 

（６）ホームページおすすめ図書 

 ホームページにおすすめ図書のページを追加し、利用者が本を選んで予約しやすいよう

に図書を選定して更新している。 

テーマ 表示期間 

今、話題の本 随時更新 

絵本っておもしろい！（富山県教育委員会） 通年 

すすめたい ふるさと とやま 100 冊の本 通年 

南砺市行政資料 随時更新 

南砺市立図書館ベストリーダー 
上半期：７月～12 月 

下半期：１月～６月 

スタート ４月～５月 

遊んで、学んで、子ども時代 ４月～５月 

「福野夜高祭」について調べる ４月～５月 

「城端曳山祭」について調べる ４月～５月 

本屋大賞 
2016：４月～６月 

2017（ノミネート作品）：２月～３月

青少年読書感想文全国コンクール課題図書 ６月～８月 

七夕～星に願いを～ ６月～７月 

大自然におでかけ！ ７月～８月 

平和について考える ８月 

「井波彫刻」について調べる ８月～９月 

「むぎや祭り」について調べる ８月～９月 
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敬老の日読書のすすめ（読書推進運動協議会） ９月～12 月 

美味しい生活 10 月～11 月 

「五箇山合掌造り」について調べる 10 月～11 月 

ハッピークリスマス 11 月～12 月 

ぽっかぽかの冬 12 月～１月 

若い人に贈る読書のすすめ（読書推進運動協議会） 12 月～３月 

こころの健康 ２月～３月 

たのしいひなまつり ２月～３月 

（７） 主な活動 

①寄贈の呼びかけ

平成 22 年度から、市民に出版から５年以内の読み終えて不要になった本の寄贈を呼びか 

けている。 

②「新春大抽選会」 

平成 30 年１月４日（木）～８日（月・祝）の期間、貸出し１回につき応募券を１枚お渡

しし、抽選のうえ当選者に雑誌の付録をプレゼントした。 

※平成 23 年度から、毎年１月４日に実施していた「新春ふくびき大会」を変更。 

③市内の小中学生に夏休み期間中の図書館利用促進チラシを配布。 

④老人福祉施設や保育園等を中心に団体貸出を実施。（55 団体） 

⑤子どもの頃から読書の習慣を身に付けてもらうため、平成 23 年度から新小学１年生「図

書館利用カード」プレゼントを実施。（約８割の 266 人の申込みがあった） 

⑥絵本を紹介するリーフレット「どの絵本にしようかな」を季刊で発行し、図書館内に配

置、保育園と子育て支援センターへ配布した。 

⑦平成 24 年 12 月より毎月、新着図書リスト「青少年向け新着図書案内」を、図書館内に

掲示し、市内の中学校と高校に配布した。 

中央図書館                            単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

ピノキオ  おはなし

会 

毎月 

第３土曜日 

(全 11 回) 

延べ 

140 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。 

ボランティア団体：絵本の読み聞か

せ「ピノキオ」 

まんまる  おはなし

会 

毎月 

第１土曜日 

(全 10 回) 

延べ 

145 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。

ボランティア団体：「おはなしまんま

る」 

七夕飾り～星に願い

を～ 

６月 23 日～ 

７月 30 日 
－ 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

夏休みお役立ち本コ

ーナー 

７月３日～ 

９月３日 
－ 

読書感想文課題図書、自由研究おす

すめ本の展示・貸出 
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郷土の偉人 松村謙

三先生～直筆新史料

発見～ 

７月 15 日～ 

９月３日 
－ 

松村謙三先生の古文書等の展示 

夏休みは図書館へ行

こ う ！ 小 学 生 限 定

「分類 de スタンプ

ラリー」 

７月 25 日～ 

８月 31 日 
445 

０～９分類の本と、他なんでも１冊

貸出につき、スタンプを１つ押し、

12 個たまったら粗品をプレゼント。

（プレゼント配布：68 個） 

小学生対象「図書館

おたのしみ会 

in summer」 

８月２日 31 

職員による英語の絵本の読み聞かせ

と絵本の紹介、本探しゲームを実施。

おばけ大集合！！ 
７月 28 日～ 

８月 13 日 
- 

おばけ本、こわいおはなしの本の展

示 

こわ～いこわ～いお

はなし会 
７月 29 日 74 

職員による絵本の読み聞かせを実

施。 

石黒公民館「夏休み

子ども教室」への協

力 

７月 26 日 18 

職員による絵本の読み聞かせと、移

動図書館を実施。（54 冊貸出） 

山田公民館「夏休み

子ども教室」への協

力 

７月 27 日 29 

職員による絵本の読み聞かせと、移

動図書館を実施。（66 冊貸出） 

東太美公民館「移動

図書館」への協力 
８月９日 15 

職員による絵本の読み聞かせと、移

動図書館を実施。（44 冊貸出） 

棟方志功展 in 成

熟の地 南砺市 

９月９日～ 

10 月 22 日 
― 

棟方志功展示と貸出、パネル展示、

装丁本、茶筒、お菓子の包装紙など

を展示 

福光中心商店街「福

光まちなか文化祭」

への協力 

10 月 22 日 － 

「福光まちなか文化祭」（10 月 22 日）

に合わせ、次の事業を開催 

○福光まちなか文化祭展示「棟方志

功展 in 成熟の地 南砺市」 

（９月９日～10 月 22 日） 

福光ゆかりの棟方志功に関する資料

展示。 

職場見学の受入 ７月 25 日 ３ 
吉江中学校、石動中学校の１年生施

設見学の受入。利用説明を説明。 

職業体験・研修等の

受入 

９月 26 日～ 

９月 29 日 

12 月 22 日 

３月 16 日 

３月 20 日 

３月 22 日 

８ 

22 

24 

35 

36 

福光中学校・吉江中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

南砺福光高校図書委員会の研修受

入。 

南砺福光高校２年生の図書館見学

と、ポップ作成。 
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施設見学等の受入 

５月 24 日 

６月 13 日 

７月 21 日 

９月７日 

９月 29 日 

９月 29 日 

９月 29 日 

25 

59 

26 

８ 

52 

11 

52 

福光南部小学校３年生社会科見学受

入。 

井波小学校３年生社会科の見学受

入。 

井口中学校１～３年生、図書館利用

指導受入。 

福光中部小学校特別支援学級 施設

見学・利用説明・図書貸出受入。 

福光東部小学校２年生 施設見学・

利用説明・図書貸出受入。 

福光南部小学校２年生 施設見学・

利用説明・図書貸出受入。 

井口小学校全校児童がグループ研修

の受入。 

団体貸出 

各団体 

年 12 回 

（全 175 回） 
― 

福光地域の保育園４箇所、子ども支

援センター「コスモス・にこにこ・

ほほえみ」特別養護老人ホームやす

らぎ荘、ふく満デイサービスセンタ

ー、ＪＡ福光デイサービス、日向ぼ

っこ、山田、西太美、太美山、広瀬

舘公民館に配本。 

クリスマスおはなし

会（ピノキオ＆まん

まる）

12 月 23 日 91 

読み聞かせボランティアピノキオと

おはなしまんまるの絵本の読み聞か

せと工作、DVD 上映会を実施 

南砺市交流協会パネ

ル展受入 

12 月 22 日～ 

１月 24 日 

― 南砺市交流協会の活動をパネル展示

で紹介。（主催：南砺市交流協会） 

本の福袋 １月４日 
40 セッ

ト 

南砺福光高校の研修で、小学校低学

年～中高生向けの本の福袋を作成、

新年の開館に併せて、貸出を実施 

木彫刻作品展示 
平成 23 年９月

から通年 ― 

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ

2011 で製作された作品３点を館内で

展示 

開館時間延長 
平成 25 年度 

より継続 ― 

ねつおくり七夕祭り期間（３日間）、

午後８時まで開館時間を延長 

スタンプラリー 

チェックポイント 

平成 25 年度 

より継続 ― 

百縁商店街のチェックポイントとな

った。（年１回） 

城端図書館                            単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

虹の会のおはなしか

い 

年６回 

（工作のおはな

し会開催以外の

第３土曜日） 

延べ 

31 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。 

ボランティア団体：「虹の会」 

城端中学校 移動図

書館オリエンテーシ

ョン 

５月２日 66 

城端中学校で実施している移動図書

館の利用の仕方について、城端中学

校の図書室で新 1 年生向けに説明。 
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出前おはなし会（子

育て支援センターさ

くらんぼ） 

５月 18 日 23 

子育て支援センターさくらんぼを訪

問、職員による読み聞かせや手遊び

を実施。 

図 書 館 へ い こ う ！

（さくらんぼ来館） 
６月 16 日 11 

子育て支援センターさくらんぼの利

用者に直接図書館へ来てもらい、図

書館案内や利用方法の説明、読み聞

かせや手遊びを実施。 

虹の会のおはなしか

い＆母の日のプレゼ

ントづくり 

５月７日 10 

絵本や紙芝居の読み聞かせや、母の

日のプレゼント（カーネーションの

メダル）を作成。ボランティア団体：

「虹の会」 

虹の会のおはなしか

い＆父の日のプレゼ

ントづくり 

６月 17 日 ９ 

絵本や紙芝居の読み聞かせや、父の

日のプレゼント（かたつむりのカー

ドたて）を作成。ボランティア団体：

「虹の会」 

七夕飾り～星に願い

を～ 

６月 24 日～ 

７月７日 
－ 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

虹の会のたなばたか

い 
７月１日 17 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、「七夕

かざり・短冊」を作成。 

ボランティア団体：「虹の会」 

夏休みこどもシアタ

ー 

７月 28 日 

８月 11 日 
54 

DVDアニメーションの上映会を実施。

職業体験の受入 
９月 26 日 

～９月 29 日 
４ 

城端中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

全国訪問おはなし隊

がやってきます 
 10 月 25 日 55 

城端さくら保育園の年長児が来館

し、講談社のおはなし隊トラックに

積んだ絵本を読んだり、読み聞かせ

を聞いたりして本と親しんだ。  

虹の会のクリスマス

おはなしかい 
12 月 16 日 17 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、工作

（クリスマスブーツ）を作成。 

ボランティア団体：「虹の会」 

城端さくら保育園 

出前おはなしかい 
２月９日 140 

職員が保育園を訪問し、読み聞かせ

や手遊び等を実施。（各部屋ごとで３

回実施） 

子育て支援センター

さくらんぼ 出前お

はなしかい 

２月９日 ８ 

職員が子育て支援センターを訪問

し、読み聞かせや手遊び等を実施。 

虹の会のおひなさま

かい 
２月 24 日 14 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、工作

（おひなさまのかべかけ）を作成。

ボランティア団体：「虹の会」 

えいごでおはなしか

い 
３月 18 日 14 

英語の絵本の読み聞かせと、お話し

にちなんだ工作を実施。 

読み聞かせ等：中川一葉氏 

どくしょスタンプラ

リー 

４月１日～ 

  ３月 15 日 
200 

児童の読書への関心と普及に努める

ため、「どくしょスタンプラリーカー

ド」を配布し、読書への意欲を図っ

た。（カード配布は希望者のみ） 
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図書館クイズ 
４月１日～ 

３月 31 日 
526 

月毎にテーマを変えてクイズを３問

ずつ出題。全問正解者には手製のシ

ールを配布し、シールを貼った用紙

を掲示。 

団体貸出 

各団体 

年１～12 回 

（全 104 回） 

― 

ケアハウス城端うらら、城端児童館、

城端小学校、城端中学校、北野公民

館、介護老人保健施設城端うらら、

城端老人福祉センター美山荘、特別

養護老人ホームきらら、城端さくら

保育園、子育て支援センターさくら

んぼ、介護老人保健施設城端うらら

デイサービスセンターうららに配

本。 

移動図書館 

毎月 

第２･４金曜日

（全 17 回） 

延べ 

 559 

城端中学校へ 300 冊程度の本を持参

し、昼休みに個人貸出を実施。 

協力：ボランティア３名 

平図書館                             単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

としょかんたんけん 

６月 28 日 

６月 29 日 

10 月５日 

延べ 

23 

平みどり保育園、上平保育園の年長

年中児を図書館に招待。館内を案内

し、利用のおやくそくクイズ・紙芝

居・大型絵本の読み聞かせを実施。 

また、七夕飾りを切り紙で作成、飾

り付けを実施。 

10 月は、上平保育園の年少から年長

児を招待し、ハロウィンをテーマに

読み聞かせや工作を実施。 

わくわく本のひろば

夏 
８月 11 日 12 

「おおきい」をテーマに、おはなし

会と工作を実施。 

団体貸出 各団体 

年３～12 回 

(全 33 回) 

― 

上平小学校に学期ごとに１回、平み

どり保育園、上平保育園に月１回､

つつじ荘に隔月配本。 

おはなし届け隊 月１回 

（全 20 回） ― 

平みどり保育園、上平保育園への団

体貸出に合わせて、保育園で絵本の

読み聞かせを実施。 

図書館だよりの発行 年４回 ― 平、上平地域を対象とし、図書館情

報やおすすめ本を紹介。 

井波図書館 

 事業名 開催日 参加者 内 容 

子ども会 

毎月 

第３土曜日 

(全 12 回) 

延べ 

119 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、パネ

ルシアター、折り紙、工作等を実施。

ボランティア団体：「ピッコログルー

プ」 
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ミニお話会 

毎月 

第４土曜日 

(全 12 回) 

延べ 

78 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、手遊

びを実施。 

ボランティア団体：「つばきの会」 

子どもえいが会 

奇数月 

主に第２土曜日 

（年６回） 

延べ 

71 

園児・児童向けのアニメーションの

上映会を実施。 

施設見学の受入 ６月７日 50 井波小学校２年生社会科見学受入。 

七夕かざり 
６月 14 日～ 

７月 ７日 
- 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い 

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

職業体験の受入 
９月 26 日～ 

９月 29 日 
１ 

井波中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

おはなしぬり絵 
児童の 

長期休業期間 

延べ 

478 

季節や行事、おはなしの一コマのぬ

り絵をしながら、その本に対する興

味や関心を持たせた。 

団体貸出 

各団体 

年１～12 回 

(全 147 回) 

― 

井波小学校、井口小学校、井波中学

校、井口中学校、にじいろ保育園、

山野保育園、井口保育園、子育て支

援センターきらきら、子育て支援セ

ンターなかよし広場、養護老人ホー

ム楽寿荘、特別養護老人ホームいな

み、社会福祉法人マーシ園、マーシ

園木の香、南砺市社会福祉協議会井

波支所、寺子こども園、井口ディサ

ービスセンターに配本。 

福野図書館                            単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

季 節 の おす す め絵

本の展示と貸出 
毎月 

― 児童コーナーの一角に季節のおすす

め絵本の展示・貸出を実施。 

七 夕飾 り～ 星 に願

いを～ 

６月 23 日～ 

７月７日 
― 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

職業体験の受入 
７月３日～ 

７月７日 
６ 

福野中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

図 書館 探検 ＆ ちょ

っぴりこわい おは

なし会 

８月７日 35 

小学生対象に、カウンター体験・書

庫配架体験・本探し対戦を実施。

また、講師によるストーリーテリン

グのおはなし会を実施。

施設見学の受入 ９月７・20 日 

９月 22 日 

101 

９ 

利用案内、館内見学を実施。 

福野小学校２年生 

井口小学校２年生 

高 齢 者 い き い き サ

ロ ン へ の 出 前 お は

なし会 

12 月７日 27 

職員による朗読等のおはなし会と、

利用案内を実施。 

対象：ふれあいサロン院林参加者 
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（８）図書館活動協力団体                 平成 30 年３月現在

団 体 名 代表者名 会員数（人） 主な活動地域 

絵本の読み聞かせ「ピノキオ」 谷口 洋子 ５ 福光地域 

おはなしまんまる 堀田 蘭湖 10 福光地域 

虹の会 山本 良江 ８ 城端地域 

フラット 折口 律子 ５ 平 地 域 

ピッコログループ 城寳 マチヱ ９ 井波地域 

つばきの会 傍田 裕子 ５ 井波地域 

本でこんにちは 高田 里美 10 福野地域 

バルーンアートでク

リスマス 
12 月９日 56 

職員による絵本の読み聞かせとバル

ーンアートのリース作成。 

出前おはなし会 
２月１日～ 

２月 14 日 

延べ 

約 382 

職員が福野地域の保育園・幼稚園・

子育て支援センターを訪問し、絵本

の読み聞かせや手遊び等を実施。 

春のおはなし会  ３月 17 日 31 
職員による絵本の読み聞かせやパネ

ルシアターと、絵本探しゲーム 

土曜おはなし会 
毎週土曜日 

(全 47 回) 

延べ 
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ボランティアと職員で、絵本や紙芝

居の読み聞かせを実施。 

ボランティア団体：「本でこんにち

は」 

福野小学校お話を聞

く会への協力 

６～12 月 

全８回 

延べ 

約 677 

福野小学校が実施している事業に、

読み聞かせボランティア・職員を派

遣。 

ボランティア団体：「本でこんにち

は」 

Ｄｅｎ・Ｇｏｎ・Ｂ

ａｎ 
通年 ― 

館内青少年コーナーで、投稿された

イラスト・メッセージ等を掲示。 

「これから入る本」

リストの掲示 
通年 

― 次週受入予定図書リストの掲示。 

団体貸出 

各団体 

年 12 回 

(全 96 回) 

― 

福野地域の保育園・子育て支援セン

ター各２箇所と幼稚園１箇所、福野

老人福祉センターさつき荘、福野デ

イサービスセンター、旅川デイサー

ビスセンターに配本。 

ミニコーナー「日々

子そだて、時々息ぬ

き」 

通年 ― 

児童コーナーの一角に、保護者向け

の図書（育児・教育、家事、趣味等）

を、毎月内容を変えて展示、貸出を

実施。 

予約図書トップ５の

掲示 
（通年） 

― 予約の多い図書のリストと書名入り

予約申込書を作成。（毎週更新） 

授乳室設置 ３月 16 日 － 館内に授乳とおむつ交換のできる授

乳室を新設。 
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