
（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７日（日） 10

　 ５月５日（日） 0

   ６月２日（日） 27

   ７月７日（日） 16

 ８月１８日（日） 10

   ９月１日（日） 0

 １０月６日（日） 2

 １１月３日（日） 9

 １２月１日（日） 2

 １月１２日（日） 15

   ２月２日（日） 17

   ３月８日（日） 0

合       計 108

月 人  数

４月 56

５月 92

６月 81

７月 42

８月 105

９月 102

１０月 110

１１月 98

１２月 129

１月 101

２月 114

３月 0

合   計 1,030人

１０．令和元年度図書館事業

臨時閉館のためお休み

　特別整理期間のため1回休み

4

5

3

3

5

　特別整理期間のため1回休み

45 回

4

5

4

4

4

0

アニメ「トムとジェリー ＴＯＭａｎｄＪＥＲＲＹ」

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）

１９回

アニメ「ミッキーマウス～ミッキーの誕生日～」

アニメ「しまじろうのわお！～おはなし大特集！みんなきいてる～」

臨時閉館のためお休み

アニメ「げんきげんきノンタンスプーンたんたんたん」全５話

「アニマル・ベイビーズ～動物園で生まれた赤ちゃん～」

内                         容

アニメ「レオ・レオニ　５つの名作集」

「動物の赤ちゃん～ワクワク編」

アニメ「忍たま乱太郎の宇宙大冒険Withコズミックフロント☆NEXT～太陽系の段・月の段～」

「へんないきもの」

アニメ「日本むかしばなし～花さか爺さんほか～」

アニメ「うっかりペネロペ～家族っていいな編～」全７話
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行　事　名 講      師

 4月21日 (日) 　絵本とあそぼう～４月２３日は「子ども読書の日」～ 30 アイリスと職員

 4月27日 (土) 　世界のお話ひろば　～フィリピン～ 22 江南市国際交流協会

 4月28日 (日) 　子ども工作教室　戦国武将の「カブト」をつくろう！ 17 職員

 5月12日 (日) 　「母の日」カーネーションづくり 47 職員

 5月19日 (日) 　子ども科学教室～光であそうぼう～ 31 職員

 5月26日 (日) 　子どもゲーム教室　～どうぶつしょうぎ～ 26 職員

 6月 8日 (土) 　夏のおはなし会 13 朗読グループあいうえお

 6月16日 (日) 「父の日」のメモスタンドづくり 48 講師

 6月22日 (土) 　世界のお話ひろば　～中国～ 18 江南市国際交流協会

 6月24日 (日) 　子ども工作教室　～「七夕かざり」をつくろう～ 36 職員

 7月21日 (日)   子ども科学教室～重力・遠心力をあやつろう～ 39 職員

 8月 4日 (日) 　夏休み工作教室　「かわいい帽子のブローチづくり」 39 どんぐり・職員

 8月24日 (土) 　世界のお話ひろば　～マレーシア～ 25 江南市国際交流協会

 8月25日 (日)   カイコふれあい体験教室 46 講師

 9月15日 (日)
「敬老の日」の～おじいちゃん、おばあちゃんの似顔絵付き
ティシュケースづくり～

37 職員

　 9月22日 (日) 　子ども科学教室～いろんな実験をしてみよう～ 67 職員

　 9月29日 (日) 　第１１回　耳で楽しむおはなし会〈扶桑おはなしのろうそく〉 10
扶桑おはなしの

ろうそく

　10月13日 (日) 　子ども工作教室　～ハロウィーンぼうしをつくろう～ 39 職員

　10月20日 (日) 　子どもゲーム教室　どうぶつしょうぎ 19 職員

　11月17日 (日) 　子ども工作教室　～キラキラしゃぼん玉ぼうを作ろう～ 74 職員

　12月14日 (日) 　冬のおはなし会（朗読グループあいうえお） 62 朗読グループあいうえお

　12月15日 (日) 　冬の工作教室　～お正月かざりをつくろう～ 17 講師

12月21日 (土) 　Xマスおたのしみ会 53 アイリス

 1月 5日 (日) 　冬休みおたのしみ会～お正月あそびをたのしもう！～ 25 職員

 1月17日 (日) 　子ども科学教室～空気を使った実験に挑戦！～ 47 職員

 2月17日 (土) 　子ども工作教室　“おひなさま”をつくろう！ 56 職員

26回 943

（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

　原爆が投下された広島・長崎の当時の写真

　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

  丹羽消防署の西日本豪雨での活動写真と

　火災予防週間のポスターを展示

　 地球環境保護ポスター展・廃品再利用

作品展

第５７回　 　扶桑台老人クラブ「コスモ」による写真の

フォト集団「コスモ」写真展 　展示

アートでわくわく心の出会い

フーちゃんひろピー　２人展

図書館所蔵の掛軸を展示

19 回

（５）不用図書・雑誌・英字新聞の無料配布

　　令和元年5月16日、7月14日、11月23日、令和2年2月21日に実施

住民活動団体の活動紹介展　Ｖｏｌ.１

地球環境ポスターと廃品再利用作品の展示
（産業環境課主催）

図書館所蔵「江戸百景」展示会

8/1～8/15

扶桑愛蚕会主催　　　　　　　　　　
「扶桑町とカイコ展」

河野 すい 氏「詩」展示
毎月図書館玄関に掲示を行っている河野 す
い氏による「詩」の約１年分を展示

広重作品「江戸百景」のうち１５作品の展
示

10/2～10/13

　とびだす絵本や布絵本などを展示

12/7～12/22

12/7～12/22

11/17～11/30

町のあちこちに花がいっぱいをめざ
して！　花🌼花の会

11/16～12/9

「防災の日」ポスター展

4/13～5/5

永田 貢 氏　第７回紀行写真展「イ
ンドネシアの生活と文化」総集編

柏東会写真クラブによる、風景等の写真を
展示

子どもの日をたのしもう　　　　　　
どんぐり 遊・和布　作品展

めずらしい絵本展

6/14～6/23

6/1～6/9

8/17～9/1

平和事業「ヒロシマ・ナガサキ原爆写真
ポスター展」

柏東会　写真クラブ　第１回　写真
展

合           計

西部 昭夫 氏「中国の世界遺産抜粋展」
西部 昭夫 氏が訪れた中国の世界遺産の写
真の展示に説明を加えて紹介

2/1～2/16

ぷらねっと・扶桑による住民活動団体の活動
紹介の展示

住民活動団体である「花🌼花の会」による作
品展示

1/11～1/26

ぷらねっと・扶桑による住民活動団体の活動
紹介の展示

こどもの日にちなんで、創作グループによ
る鯉のぼりやカブトの展示

障害者週間に合わせ、障害を持つ２人によ
る作成した作品の展示

10/26～11/10
扶桑町で行われた行事を、春夏秋冬に分け
た写真の展示

10/19～10/24

4/27～5/19

図書館所蔵の複製絵画展① 4/16～4/21

近藤 泰樹 氏　ふそうで行われた行事写
真展

扶桑町図書館所蔵掛軸展示 2/20～2/26

　図書館所蔵の複製絵画を展示

住民活動団体の活動紹介展　Ｖｏｌ.２

永田 貢 氏が訪れたインドネシアの生活や
文化の写真の展示に説明を加え紹介

7/13～7/28

9/4～9/15
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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 4 40

５月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 77

６月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 78

７月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 85

８月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 80

９月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 49

１０月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 3 58

１１月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 5 61

１２月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 1 30

１月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 80

２月 絵本の読み聞かせ・紙芝居など 4 101

絵本の読み聞かせ・紙芝居など

　　　　（臨時閉館のためお休み）

                合　　　計 42 739

（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 5 93

５月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 58

６月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 3 40

７月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 44

８月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 46

９月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 57

１０月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 38

１１月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 28

１２月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 45

１月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 58

２月 あかちゃん絵本の読み聞かせ 4 40

あかちゃん絵本の読み聞かせ

　　　（臨時閉館のためお休み）

                合　　　計 44 547

備考

00３月

３月 00

＊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

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
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　　・青少年によい本をすすめる県民運動・図書リスト 　１０月２日から配布

　　・２０２０「若い人に贈る　読書のすすめ」　 　　　　１月４日から配布

＊３月　新型コロナ感染拡大防止のため臨時閉館

     を掲載。

　　・敬老の日　読書のすすめ　　　　　　　　　　　 　　９月１日から配布　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　をフィルムでカバーすることを行いました。

＊９月　〇防災・減災の本　〇敬老の日おすすめの本　○人気の時代小説文庫

＊11月　○明智光秀・戦国武将　特集　○Ｇ２０ってどこの国？

＊５月　〇防災・減災の本　○インドネシアに関する本　　

＊６月　○男女共同参画特集

＊４月　〇ガーデニングの本　○女性週間の本　○平成・皇室に関する本

　　・青少年のための優良図書目録　　　　　　　　   　７月２１日から配布

　　・図書館職員が選んだ夏休みに読みたい　　　　　　　 ８月１日から配布

　　　　　　　　　　　　　　“中学生向け”図書　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・夏休みに読みたい児童図書　　　　　　　　　　　 　８月１日から配布　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（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

 (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

　　 「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。　

      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）１２名に対し、個人書籍

＊２月　○バレンタインデーの本　〇ＭＯＥ　絵本屋さん大賞2014～2018

　　　　〇初夏の絵本・雨の絵本　　

＊７月　〇七夕特集　〇海の日特集　○夏休みに役立つ本

＊８月　〇カイコ特集　〇平和の本　

＊10月　〇秋を感じる児童書　〇詩を読んでみませんか　

＊12月　○クリスマス特集　○あったか料理　

＊１月　〇お正月の本　〇ミステリー小説ベスト１０　　
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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）

　令和元年７月６・７日 　令和２年２月２３・２４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

　令和元年８月９日（金）～１１日（日）　扶桑町立扶桑東小学校　教員１名

　令和元年８月１４日（水）～１６日（金）　南山大学人文学部日本文化学科３年　１名

　令和元年８月２１日（水）～２３日（金）　扶桑町立山名小学校　教員１名

＊高校生の職場実習・インターンシップ

　令和元年１１月１３日（水）～１４日（木）誠信高等学校２年生　２名
　令和元年９月１８日（水）～２０日（金）　愛知県立一宮聾学校　高等部２年生　１名

＊本のＱＱたい（本のボランティア）　毎月第１月曜日に、扶桑町図書館所蔵の本の中
で、修理が必要な本の修理を行い利用者に提供しています。

　令和２年１月２０日(月)　扶桑東小学校２年生　　６６名
　令和元年１０月７日(月)  山名小学校２年生　　　４４名

＊廃棄図書（児童図書・絵本）の譲与

＊大学生のインターンシップ

   を実施。

＊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。

（12）学校等との連携

　令和元年１０月２３日(水) ～２５日(金) 　　　 扶桑中学校２年生　生徒２名
　令和元年１０月３０日(水）～１１月１日（金）扶桑北中学校２年生　生徒２名

＊中学生の職業体験の受入

＊教員の社会体験研修

　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。

　 ・おもちゃ図書館（扶桑町総合福祉センター内）毎月第３水曜日 11:00～11:20

＊小学生の見学
　令和元年６月１４日(金） 柏森小学校３年生　　　５０名
　令和元年１０月２日(水)  高雄小学校２年生　　　９１名

　令和元年度は６３６冊の本の修理を行いました。

　 図書館の冷暖房工事による休館期間に支援センターを訪問して絵本の読み聞かせ

＊各学校への団体貸出

　 ・すくすくらんど（斎藤保育園内）毎月第３水曜日 11:30～11:50

＊子育て支援センターへの職員による訪問(令和元年度）

　扶桑町立小学校に１，０５８点を譲与

　 ・にこにこらんど（高雄保育園内）毎月第１水曜日 11:30～11:50

　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。

　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。
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