２．平成29年度図書館の活動
館名等
出雲中央図書館

行事名

参加者数等

○文化講演会 2回
・「時代小説ができるまで」（12月16日）
講師：宮本紀子氏

参加者69 名

・「法月綸太郎の仕事術」（3月10日）
講師：法月綸太郎氏

参加者92 名

○リサイクル市（2回、7月1,2日、12月2,3日）
○教科書センターの設置

利用者：131人

貸出冊数：479冊

○国際交流員による英語のおはなし会「英語で楽しむ絵本の世界」計11回

参加者延べ246 名

○定例おはなし会
・ボランティア「おはなしさんぽ」による読み聞かせ
おはなしさんぽまつり（7月29日）

参加延べ80 名

毎週土曜日午後15時から 計47回

参加延べ552 名

・職員による読み聞かせ
毎週日曜日午後15時から 計51回

参加延べ456 名

○中学生の職場体験 計4回

参加延べ7 名

○その他学校のインターンシップ 計１回

参加延べ1 名

○視察・見学 計11回

参加延べ408 名

○夏休み企画
・「家族で楽しんで！ふれあい絵本袋」（7月22日～8月29日）
○本の展示
・月の展示（毎月1回、 計12回）
・特別展示「子ども読書週間～標語にちなんだ本の展示～」他14回
・ミニ展示（毎月2回、計24回）
○おすすめ本・新刊情報誌「新刊案内」の発行（月1回、計12回）
○小学校向けおすすめ本情報誌「本がいっぱい」の発行（8月を除く月1回、計11回）
【子ども読書推進事業】
○幼児・児童読書普及事業 計5回

参加延べ275 名

○読み聞かせ講座 計2回

参加延べ25 名

○子ども読書活動専門ボランティア講座
・ストーリーテリング講座 全5回
・ブックトーク講座 全4回
○学校図書館支援
・学校司書研修 計3回
・読書ヘルパー研修 計3回

参加延べ92 名

・中学生向け本の紹介 「本はともだち」の発行
○しまね子ども読書フェスティバルin出雲
・おひさまおはなし会

参加者30 名

・わくわく理科読ひかりとあそぼう ワークショップ

参加者50 名

・科学絵本の展示

平田図書館

○おはなしのじかん (毎月第１～第3土曜日） 計36回

参加延べ193 名

○おひざできくおはなしのじかん（毎月第3金曜日） 計8回

参加延べ41 名

○こども折り紙教室（毎月第4土曜日） 計10回

参加延べ64 名

○大人の折り紙教室 （毎月2第土曜日） 計11回

参加延べ92 名

○中学生の職場体験 計6回

参加延べ9 名

○小学生の図書館見学 計7回

参加延べ183 名

○ボランティア「おはなしトレイン」と職員によるおはなし会
・たなばた会（7月2日）

参加延べ81 名

・秋のおはなし会（10月14日）

参加延べ37 名

・クリスマス会（12月23日）

参加延べ112 名

○国際交流員による「英語のおはなしのじかん」（8月3日、12月7日）
○こども読書週間企画「ひらたとしょかんスタンプラリー」（4月22日～5月14日）
○こども読書週間企画「おすすめ本の紹介」（4月22日～5月14日）

参加延べ24 名
参加延べ221 名
参加延べ64 名

○本の展示
・一般・児童向け図書の展示（毎月） 計24回
・特別展示 計46回
○リサイクル市（11月23日～11月27日）
○平田幼稚園・東幼稚園への出前読み聞かせ 計11回
○配本活動 2ヶ所（毎月） 計12回
○一般向け新刊案内「新着図書案内」の発行（毎月） 計12回
○小学生向け新刊案内「本がいっぱい」の発行（毎月） 計12回
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参加延べ605 名

館名等
佐田図書館

行事名

参加者数等

○おはなし会（ストーリーテリング）
・親子で聞くおはなし会 計3回

参加延べ44 名

・大人のためのおはなし会 1回

参加延べ39 名

○リサイクル市 １回
○出前読み聞かせ（町内2保育所） 計13回
○中学生職場体験受け入れ 1回

参加延べ2 名

○図書館おはなし会 計１2回

参加延べ90 名

○新着図書案内の発行（毎月） 全戸配布
○テーマを設けた本の展示（毎月）

海辺の多伎図書館

〇こども向けのおはなし会「おはなしのとびら」（毎月第2・第4曜日） 計16回

参加者147 名

〇国際交流員による英語のおはなし会「国際交流員と一緒に英語の絵本を読もう」
計2回

参加者14 名

〇ボランティアによる多伎こども園児への読み聞かせ 計5回

参加者90 名

〇一般向け・児童向け図書の展示（毎月） 計24回
〇図書館サポーターと職員によるおはなし会
・おはなしのとびら夏休みスペシャル（8月18日）

参加者41 名

・おはなしのとびらクリスマススペシャル（12月11日）

参加者81 名

〇リサイクル市（２回

７月・１１月）

〇一般向け広報「新刊案内」、児童向け広報「ようこそ本の世界へ」の発行（毎月）

湖陵図書館

○おはなし会（第2・4土曜日）計7回

参加延べ24 名

○ボランティア「こりょうブックフレンド」によるおはなし会
・おはなしの時間スペシャル（夏・冬） 計2回
・春休みおはなしの会（3月24日）

参加延べ111 名
参加者21 名

○ボランティア「おはなしパンやさん」によるストーリーテリングのおはなし会
・おはなしの森 計3回

参加延べ32 名

○リサイクル市（11月4日～11月5日）
○図書の展示 計31回
○小学校見学

見学者延べ45 名

○保育園見学

見学者延べ32 名

○「おすすめ本の紹介・新刊案内」発行
○「湖陵コミュニティセンターだより」記事掲載

大社図書館

○職員による読み聞かせ （毎週日曜日）
○出雲市国際交流員による英語の読み聞かせ （年４回）

参加延べ315 名
参加延べ71 名

○一般書と児童書のテーマ展示 （毎月各１回）
○ボランティアによる読み聞かせ （毎月第2・4土曜日）

参加延べ172 名

○ボランティアによるおはなし会 （毎月第1・3・5土曜日）

参加延べ143 名

○中学生の職場体験学習 （計2校）

参加延べ15 名

○子どもの読書週間企画「本の紹介スタンプラリー」 （4/22～5/30）
○夏休み企画「でんでんむしブックラリー2017」 （7/15～8/30）
○ボランティアによるおはなし会 （2団体で計3回）

参加延べ251 名
参加延べ1,000 名
参加延べ48 名

○読書週間企画「リサイクル市」 （10/28,29）
○一般向け新刊案内の作成・配布 （月1回）
○小学生向け広報の作成・配布 （月1回）
○大社ご縁ネット（有線放送）での図書館広報（月1回収録・放送毎週不定期）

ひかわ図書館

○幼児向けおはなし会(毎週水曜日) 計40回

参加延べ211 名

○「おはなしボランティア夢風船」おはなし会(第3を除く毎週土曜日) 計36回

参加延べ369 名

○「おはなしパレット」ストーリーテリング(毎月第2土曜日) 計10回
○「おはなしベンジャミン」ストーリーテリング(毎月第3土曜日) 計9回

参加延べ48 名
参加延べ29 名

○なかよしおはなし会(斐川地域内コミュニティセンター・月1～2回) 計20回

参加延べ360 名

○出前思い出語りの会(月2～3回) 計29回

参加延べ445 名

○中学生職場体験学習 計2回

参加者延べ8 名

○リサイクル市（11月） 計１回
○毎月の展示 計12回
○特別展示 計12回
○郷土展示 計2回
○AVコーナー展示 計8回
○YAコーナー展示 計62回
○国際交流員による「えいごのおはなし会」 計2回
○図書館まつり(10月1日)

参加延べ60 名
参加延べ1,300 名

○夏の夜のおはなし会(7月29日)

参加延べ17 名

○「おはなしボランティア夢風船」クリスマスおはなし会(12月3日)

参加延べ72 名

○子どもの読書週間企画「お楽しみ袋」(5月12日～14日)

参加延べ40 名

○「おたのしみ上映会」 計3回

参加延べ8 名

○「新着図書紹介」発行(月1回)
○小学生向け広報「本がいっぱい」発行(月1回)
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