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平成 24 年度図書館活動について 

（１）情報提供サービス 

①子育て世代へ向けて   

事業名 内 容 利用状況（４～12 月） 

ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート    

  年 41 回 

 

・乳児健診（７ヶ月・11 ヶ月）での「絵本の

ある子育て」支援メッセージ 

・健康増進課、ボランティア、図書館連携 

７ヶ月児健診１４回 

１１ヶ月児健診１８回 

ひよこタイムひよこタイムひよこタイムひよこタイム    

毎月第 3 火曜日 

11：00～11：30 

・0～2 才児対象の絵本やわらべうたあそ

びの時間 

８回 ３７３人（４７人/回） 

こぐまタイムこぐまタイムこぐまタイムこぐまタイム    

 毎月第 3 火曜日 

11：30～12：00 

・2～3 才児対象の絵本やわらべうたあそ

びの時間（ボランティア） 

７回 １２０人（１７人/回） 

ひ よ こ・ こ ぐ まひ よ こ・ こ ぐ まひ よ こ・ こ ぐ まひ よ こ・ こ ぐ ま タ イムタ イムタ イムタ イム    

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル 

・0～3 才児対象の絵本やわらべうたあそ

びの時間 

７月１６日（月・祝） １００人  

絵本絵本絵本絵本のあるのあるのあるのある子育子育子育子育てててて応応応応

援援援援隊隊隊隊    

・子育て支援 NPO や子育てサークルへの

講師派遣と絵本の貸出し 

「家庭教育支援講座①絵本の選

び方・読み聞かせ」 

 生涯学習課主催 １０月４日  

②青少年へ向けて 

事業名 内 容 利用状況（４～12 月） 

体験学習受入体験学習受入体験学習受入体験学習受入れれれれ ・中学生の体験学習受入れ ６中学校 １８人 

就労体験受入就労体験受入就労体験受入就労体験受入れれれれ    ・高校生の就労体験受入れ １高等学校 ４人 

社会体験受入社会体験受入社会体験受入社会体験受入れれれれ    ・ひきこもり者の社会参加体験受入れ １事業所 １人 

③一般へ向けて  

事業名 内 容 利用状況（４～12 月） 

☆☆☆☆    

新館開館記念講演会新館開館記念講演会新館開館記念講演会新館開館記念講演会    

    

①「本と出会い人に出会える場所 

～あなたが育てる町の図書館」 

和歌山大学附属図書館長 渡部幹雄 氏 

②「悠久の熊野 

～世界遺産の地を守る」 

和歌山県世界遺産センター長辻林浩 氏  

③「妖怪たちに魅せられて」 

 作家 香月日輪 氏  

① ５月１９日（土） ４３人 

 

 

② ６月１６日（土） ５５人 

 

 

③ ７月２１日（土） １２０人 

☆☆☆☆    

暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに役立役立役立役立つつつつ講座講座講座講座    

 

 

①「楽しく身体を動かしましょう～ゆる体

操」やすらぎ対策課  倉谷光穂 さん 

②「災害に備えるために～防災意識を高

めよう」防災対策課 宮脇寛和 課長 

 

① ５月８日（火） ４人 

 

② ８月２日（木） ２４人 

 

 

資料資料資料資料①①①①    
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③「ベビーマッサージ講習会」 

ちひろ助産院 大平昌子 さん 

④「よい眠りとは？～生活習慣を見直して

みませんか？」  

健康増進課 谷本あけみ さん 

（平成 24 年 4 月開始） 

③ ９月１３日（木） ４０人 

 

④ ２月１４日（木） 予定 

図書図書図書図書テーマテーマテーマテーマ展示展示展示展示    

 

・時勢、季節や開催講座のテーマに関連

する図書の展示と貸出し 

毎月 

特別展示（グリム・囲碁・歌舞伎） 

 

（２）子ども読書活動推進  

事業名 内 容 利用状況（４～12 月） 

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    

毎週日曜日  

10：30～11：00 

・就学前～小学校低学年対象の絵本の

読み聞かせや紙芝居の時間 

 

３７回 ５３４人（１５人/回） 

☆「こわーいおはなし会」 

７月３１日 18：30  ６０人 

おはなしタイムおはなしタイムおはなしタイムおはなしタイム    

第 2・3・4 土曜日 

10：30～11：00 

・就学前児童や小学校低学年対象の絵

本の読み聞かせや紙芝居の時間 

（ボランティア） 

２５回 ３５０人（１４人/回） 

おはなしランドおはなしランドおはなしランドおはなしランド    

8 月 17 日～22 日 

10：30～11：00    

・夏休み版おはなし会 

・絵本の読み聞かせや紙芝居の時間 

（ボランティア） 

５回 １９８人（４０人/回） 

学校学校学校学校出前講座出前講座出前講座出前講座 

 

・児童、生徒や教職員、保護者対象・「読

み聞かせ」「郷土の人物」ほか 

４中学校 ５回 

ブックトブックトブックトブックト－－－－クククク    

 

・小学校中学年以上対象 

・テーマを決めて、物語、科学等さまざま

なジャンルの図書を効果的に紹介 

２小学校 ７回（年間） 

１中学校 ４回 

図書整理指導図書整理指導図書整理指導図書整理指導    

    

・児童、生徒または、教職員、保護者ボラ

ンティア対象の、学校図書整理指導 

１小学校・１中学校（合同） １回 

移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館    

    毎月巡回    

・図書館本館、分室から比較的遠い地域

の小学校・保育園への巡回 

２０校２園  

貸出者数 １６，８７８人 

貸出冊数 ３９，７６４冊 

なかよしなかよしなかよしなかよし文庫文庫文庫文庫    

    毎月・隔月巡回 

 

・保育所（園）、幼稚園への箱バン巡回に

よる絵本貸出し（園での読み聞かせ、家

庭への貸出し用） 

１９園  

貸出冊数 ７，３２３冊 

☆☆☆☆    

学童保育所配本学童保育所配本学童保育所配本学童保育所配本    

    毎月・隔月 

・学童保育所からの要望に応えて、配本

事業を開始 

（平成 24 年 4 月開始） 

６学童保育所 

３０～５０冊／回 
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ボランティアボランティアボランティアボランティア研修会研修会研修会研修会    

    

 

①「幼児のための絵本・わらべうた」 

奈良県生駒市 平井冨久子 さん 

②「１歳未満乳児の発育について」 

健康増進課 松本敦子 さん 

③「昔話を語ること」 

京都府京田辺市 村上 郁 さん 

① ９月７日（金） ２５人 

 

② ９月２７日（木） ２０人 

 （司書係参加） 

③ １月３０日（水）申込み５０人 

 

（３）文化・歴史資料の保存と活用   

事業名 内 容 利用状況（４～12 月） 

郷土史講座郷土史講座郷土史講座郷土史講座    

    毎月第 2（3）金曜 

10：00～11：30    

・一般対象の郷土の歴史、自然を学ぶ 

講座 

８回 ２３２人（２９人/回） 

 

（４）地域へのサービス  

事業名 内 容 利用状況（４～12 月） 

ふれあいふれあいふれあいふれあい文庫文庫文庫文庫    

毎月巡回 

・新館、分室から遠く来館不便な地域へ

の移動図書館巡回 

・行政局、教育事務所との連携による行

政の情報発信と地域現状の聞き取り、関

連部署への伝達 

ステーション数 

龍神９・中辺路５・大塔６・本宮７ 

貸出者数 ４４１人 

貸出冊数 １，５４０冊 

分室運営分室運営分室運営分室運営    ・各教育事務所との連携による 4 分室の

運営及び指導 

 

 

（５）世代を超えた交流の場 

事業名 内 容 利用状況（4～12 月） 

おおおおはなしのじかんはなしのじかんはなしのじかんはなしのじかん    

第 1 土曜日 

10：30～11：00    

・小学生から大人まで、共に昔話を楽しむ 

（ボランティア） 

８回 １２９人（１５人/回） 

民話民話民話民話スライドスライドスライドスライド劇場劇場劇場劇場    ・地域に伝わる伝説や民話の手作りスラ

イド鑑賞 

平成２５年３月春休みに上映予定 

利用者利用者利用者利用者のののの作品展示作品展示作品展示作品展示    

 

・絵画、写真、書、手工芸などの作品を 

交流ホールに展示 

毎月 

※※※※    

「「「「田辺田辺田辺田辺っっっっ子子子子、、、、新図書新図書新図書新図書

館館館館にににに集集集集まれまれまれまれ！」！」！」！」    

「「「「大人大人大人大人もももも集集集集まれまれまれまれ、、、、新新新新

図書館図書館図書館図書館へへへへ！」！」！」！」    

    

・子どもの文化芸術活動促進団体（カル

チャー・オブ・キッズ）との協働事業 

おかしの家づくり、人形劇、おはなし会、

講演会 等 

９月１日～２日 

 


