
事業計画 資料３
久喜市教育振興基本計画

　【現状・課題】

　【事業の方向性】

　【事業の取組】 中央図書館 　※は新規事業です。
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ブックリサイクル
保存年限を過ぎた雑誌や買い替え等で役割を終えた除籍図書を市
民へ有効活用してもらうことを目的に無料提供する。

（実施時期）平成２９年２月　予定
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）一般

(実施日)①学校向け　平成２８年２月２６日(金)
(提供冊数)　5,033冊
(配布校数・冊数)　4校・277冊
(実施日)②一般向け　平成２８年２月２７日（土）
(提供冊数)　4,756冊
(配布人数・冊数)　317人・2,986冊　合計配布冊数3,263冊

子ども読書チャレンジ　こども読書通帳

幼少期から本に親しみ、自分の読書記録を作成することで、読書意
欲を高め、楽しみながら読書活動に取り組むことを目的とし、図書館
利用の向上にもつなげ、併せて、こどもの読書週間（４月）の事業の
一環として実施。

（実施時期）平成２８年４月１日(金)から
（場所）各図書館配布開始
（対象）幼児～高校生
　図書館利用券登録者

実施中

名作映画会
名作映画を通じ、文学作品への導入を図ると共に、図書館の利用
の促進を図る。

（実施時期）毎月第１･３土曜日　14：00～
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）一般　５０人

実施中

音楽の調べと語りの会 和楽器と語りを通じ、日本の伝統と芸術・文化の向上を図る。
（実施時期）平成２９年１月　予定
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）幼児から一般　４０人

(実施日)平成２８年１月３１日(日)　参加人数４１人
（一般40人・児童1人）
(内容)箏、三味線の生演奏と語り

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果

文学散歩
文学作品ゆかりの地を訪ね、作家や作品をより深く理解し、図書館
の利用を促進する。

（実施時期）第１回　平成２８年５月１９日（木）予定
（場所等）雑司ヶ谷霊園と雑司ヶ谷旧宣教師館コース
 第２回　平成２８年１０～１１月予定
（場所等）未定

第１回　芥川龍之介の生育地を歩く・両国の散策
　(実施日)　平成２７年５月１４日（木）　参加人数８人
第２回　おくのほそ道の風景地・草加松原
　(実施日)　平成２７年１１月１１日（水）　参加人数１２人

図書館施設の充実 図書館施設・設備修繕工事の実施　　　図書館の効率的な運営の検討

【現状】・図書の貸出冊数制限を廃するなどにより、利用者数、貸出冊数が増加している。また、おはなし会の充実など読書サービスの拡充に努める。
【課題】・図書館への要望として、「資料の充実」「館内でインターネットが利用できる環境整備」「子ども向け事業の充実」などがあり、これらへの対応が挙げられる。
　　　　　・施設関係としては、施設の老朽化への対応や、運営面での指定管理者制度を含めた効率的な図書館運営の検討などが挙げられる。

・「久喜市図書館サービス基本計画」に則った図書館サービスの推進を図る。
・「久喜市子ども読書活動推進計画」に則った読書活動の推進を図る。
・市民の多種多様な学習情報のニーズに応え、市民の学習活動や、地域連携を支援する図書館として、質の高い図書館サービスの提供を図る。

平成２８年度　 中央図書館

基本目標5　豊かな生き方を築く生涯学習の推進 施　　　策 主な取組

　自己啓発や生活の充実のための学びの環境を整
え、市民のニーズに応える質の高い学習機会を提供
するとともに、その成果を生かすことができる、生涯
学習社会づくりに努める。

「久喜市図書館サービス基本計画」の推進 図書館資料の充実　　図書館ネットワーク体制の整備、連携の実施　　ＩＣＴを活用した情報提供の推進　　さまざまな利用者に対応したサービスの推進

「久喜市子ども読書活動推進計画」の推進 子どもの読書環境の充実・整備　　ブックスタート事業の実施　　子どもの読書活動関係啓発事業の実施　ボランティアの育成　　学校図書館連携事業の実施　
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ブックスタート
赤ちゃんの時期から家族に言葉かけをすることは、言葉や心の発達
に必要なものであるというブックスタート運動の考えに基づき、親子
のふれあいを深める。

（実施時期）毎月４か月児健康診査時に実施
（場所）中央保健センター
（対象）４か月児と保護者

実施中

学校訪問おはなし会・ブックストーク
図書館職員が市内の小学校、保育園、幼稚園を年間を通じ訪問し、
おはなし会や本の紹介(ブックトーク)を行う。

（実施時期）平成２８年４月から
（場所）久喜地区小学校・保育園・子育て支援センター
（対象）乳幼児から

（実施時期）平成27年5月～平成28年2月
①訪問おはなし会
訪問校数１６校　回数２０回　参加者数1,053人
②訪問ブックトーク
訪問校数４２校　回数４９回　参加者数2,934人

おやこおはなし会･えほんの会・
ワクワクおはなしわらべうたの会

絵本やわらべうたを通じ、親子や家族のコミュニケーションを図り、
豊かな人間性を形成するための親子読書の推奨を図る。

（実施時期）毎月第１･２･３土曜日　第4木曜日　 10：45～12：00
（場所）中央図書館会議室
（対象）幼児から一般　３０人

実施中

子どもえいが会
アニメーションや映像化された世界の文学作品を通じて読書への契
機付けを図り、図書館の利用促進を図る。

（実施時期）夏・冬・春休み期間　14：00～
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）幼児から　５０人

実施中

夏休み子ども一日図書館員
図書館の業務の体験を通じ、図書館への理解を深め、図書館の利
用を促進する。

（実施時期）平成２８年８月　予定
（場所）中央図書館
（対象）小学生５・６年生 ８人

(実施日)平成２７年８月６日（木）
参加人数　７人

夏休み子ども科学あそび 簡単な科学遊びを通じ、図書館資料の利用促進を図る。
（実施時期）平成２８年８月　予定
（場所）中央図書館
（対象）小学３年生以上　１５人

(実施日)平成２８年８月２１日（金）
参加人数　５人

図書館講座　「親子で楽しむ絵本とわら
べうた」

家庭での読み聞かせやわらべ歌を親子で学ぶ。

（実施時期）平成２８年１１月１０日（木）･１７日（木）・２４日（木）予定
10:30～12：30
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）３歳からの幼児と保護者　１０組

第２回図書館講座（全３回）
(実施日)平成27年１０月１日（木）･８日（木）･１５日（木）
参加人数　７２人(延べ人数)

図書館講座
「子ども読書活動支援　乳幼児への読み
聞かせ図書館ボランティアスキルアップ
講座」

外部講師を招き、乳幼児絵本やわらべ歌についての基本知識を学
ぶ。

（実施時期）平成２８年６月２２日(水)　予定
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）図書館ボランティア　３０人

第３回図書館講座
(実施日)平成２７年１１月１８日（水）
参加人数　２５人

子ども読書の日記念　ぬいぐるみのおと
まり会

子どもたちの大切にしているぬいぐるみを図書館に泊め、図書館を
探検したり本を読んだりしている様子を後日写真で見てもらうことに
よって、子どもたちに図書館へ親しみをもってもらい、また読書への
きっかけ作りを図る。

（実施時期）平成２８年１０～１１月予定
（場所）中央図書館会議室
（対象）３歳から１２歳までの子ども８人

(実施日)①平成２７年４月２５日(土)
　参加人数　参加者８組 (おはなし会参加者　子ども１０人・大人８
人）
(実施日)②平成２７年１２月２３日（水）
　参加人数　参加者１０組 (おはなし会参加者　子ども１０人・大人７
人）

図書館講座　「子ども読書活動支援講座
読み聞かせボランティア初級者講座」

読み聞かせボランティアを希望する方を対象に読み聞かせの方法
や選書の基礎知識を学ぶ。

（実施時期）平成２８年５月１８日（水）･２５日（水）予定　10:30～12：
30
（場所）中央図書館視聴覚室
（対象）ボランティア活動を希望する方　３０人

第１回図書館講座（全２回）
(実施日)　平成２７年５月２０日（水）･２７日（水）
参加人数　２６人（延べ人数）
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　【事業の取組】 菖蒲図書館
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12 子どもの図書福袋貸し出し 新年の夢を福袋に託して児童用図書を貸し出す。
（実施時期）平成29年1月　予定
（場所）菖蒲図書館
（対象）児童

(実施日時）
平成28年1月5日(火)
(配布図書)56袋、153冊

子ども読書の日記念事業「おりがみとお
はなしの会」

子ども読書の日を記念して、図書館に親しむきっかけを作り、読書
へと誘う。

（実施時期）平成28年4月29日　予定
（場所）菖蒲図書館
（対象）児童

(実施日時）
平成27年5月2日(土)
(参加者)11人

おとなの折り紙教室
図書館の本を利用して、折り紙作品をつくり、図書館に親しんでもら
う。

（実施時期）未定
（場所）菖蒲文化会館
（対象）一般

(実施日時）
平成27年9月26日(土)、12月12日（土）
(参加者)①１４人②１１人（計25人）

深沢七郎資料展示コーナー 作家深沢七郎の寄贈資料を菖蒲図書館内において展示公開する。 （実施時期）随時（7月　展示入替予定） 実施中

図書館講座 郷土ゆかりの文学者の紹介をするとともに文学に親しむ。
（実施時期）未定
（場所）菖蒲文化会館
（対象）一般

平成27年11月14日（土）
（参加者）12人（講師三ツ木貞夫）

絵本よみきかせの会
絵本の読み聞かせを通じ、豊かな人間性を形成するための読書へ
の動機付けを図る。

（実施時期）毎月第１土曜日　10：30～
（場所）菖蒲図書館
（対象）乳幼児

実施中

ブックリサイクル
保存年限を過ぎた雑誌や買い替え等で役割を終えた除籍図書を市
民へ有効活用してもらうことを目的に無料提供する。

未定 実施中

ブックスタート
赤ちゃんの時期から家族に言葉かけをすることは、言葉や心の発達
に必要なものであるというブックスタート運動の考えに基づき、実施
する。

（実施時期）偶数月4か月児健康診査時に実施
（場所）菖蒲保健センター
（対象）４か月児と保護者

(実施回数)6回
(参加者)100組

おはなし会
絵本の読み聞かせやストーリーテリングを通じ、豊かな人間性を形
成するための読書への動機付けを図る。

（実施時期）毎月第3土曜日　15：00～
（場所）菖蒲図書館
（対象）幼児から

実施中

夕涼みおはなし会
ちょっと怖い民話や昔話などの語りを聞いてもらうことにより、夏の
暑さを少しでも払拭してもらうとともに、豊かな人間性を育み、芸術・
文化の向上を図る。

（実施時期）平成28年7月　予定
（場所）菖蒲文化会館
（対象）幼児から一般

(日時)7月23日(木）18:30～20:00
（参加者）41人

大人のためのおはなし会
大人の方に、昔から語り継がれてきた世界各国の民話や昔話をお
はなしの部屋で聞いてもらい、豊かな人間性を育み、芸術・文化の
向上を図る。

（実施時期）平成28年10月　予定
（場所）菖蒲文化会館
（対象）一般

(日時)10月22日(木）10:00～12:00
（参加者）48人

小学生一日図書館員
図書館の仕事を通じ、本と触れ合い、親しむきっかけを作り、読書へ
と誘う。

（実施時期）平成27年7・8月　予定
（場所）菖蒲図書館
（対象）小学生4・5・6年生 　8人

(実施日時）
①平成27年7月25日(土)・
②平成27年8月2日(日)
(参加者)①4人②4人（計8人）

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果
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　【事業の取組】 栗橋文化会館図書室
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※図書館講座
「（仮）絵本の読み聞かせ講座」

絵本や読み聞かせの基礎知識を学ぶ。
（実施時期）平成29年3月　予定
（場所）栗橋文化会館視聴覚室
（対象）一般

新規

ブックリサイクル
保存年限を過ぎた雑誌や買い替え等で役割を終えた除籍図書を市
民へ有効活用してもらうことを目的に無料提供する。

（実施時期）平成29年2月　予定
（場所）栗橋文化会館展示室
（対象）一般

(実施日)　平成28年2月21日(日)、22日（月）
(提供冊数)　884冊
(配布冊数)　656冊

昔ばなしを楽しむ会
昔ばなし等を通じ、文学作品への理解を深め、読書への契機付けを
図る。

（実施時期）平成29年3月　予定
（場所）栗橋文化会館視聴覚室
（対象）幼児から

（実施日)　平成28年3月12（土）

子ども一日図書館員
図書館の業務の体験を通じ、図書館への理解を深め、図書館の利
用を促進するものです。

（実施時期）平成28年8月予定
（場所）栗橋文化会館図書室
（対象）小学生4・5・6年生 　4人

(実施日)　平成27年8月1日
（参加人数）　4人

水塚で昔ばなしを
昔ばなし等を通じ、文学作品への理解を深め、読書への契機付けを
図る。

（実施時期）平成28年10月　予定
（場所）吉田家水塚
（対象）幼児から

（実施日)　平成27年10月17日
（参加人数）　20人

学校訪問ブックトーク
図書館職員が市内の小学校を訪問し、本の紹介(ブックトーク)を行
う。

（実施時期）平成28年4月から
（場所）栗橋地区小学校
（対象）小学生

（実施日)　平成27年5月～平成28年1月（13回）
（場所）　栗橋地区小学校（3校）
（参加人数）　952人

子ども読書の日記念事業「工作教室」
蔵書資料をテキストにし、子ども達に図書室の幅広い活用方法を伝
え、本に興味を持たせる。

（実施時期）平成28年5月8日（日）
（場所）栗橋文化会館展示室
（対象）幼児から小学生までの親子

(実施日)　平成27年4月25日
（参加人数）　8人

大きなかばさんのおはなし会
絵本の読み聞かせやストーリーテリング等を通じ、豊かな人間性を
形成するための読書の推奨を図る。

（日時）毎月第１土曜日　11：00～11：30
（場所）栗橋文化会館視聴覚室
（対象）小学生

実施中

ブックスタート
赤ちゃんの時期から家族に言葉かけをすることは、言葉や心の発達
に必要なものであるというブックスタート運動の考えに基づき、親子
のふれあいを深める。

（実施時期）毎月4か月児健康診査時に実施
（場所）栗橋保健センター
（対象）4か月児と保護者

実施中

かばさんのおはなし会
（視聴覚室）

絵本やわらべうたを通じ、親子や家族のコミュニケーションを図り、
豊かな人間性を形成するための親子読書の推奨を図る。

(日時)毎月第1.2.3.4土曜日 10：30～11：00
（場所）栗橋文化会館視聴覚室
（対象）乳幼児から

実施中

かばさんのおはなし会
（子育て支援センター）

絵本やわらべうたを通じ、親子や家族のコミュニケーションを図り、
豊かな人間性を形成するための親子読書の推奨を図る。

（日時)奇数月第4水曜日・偶数月第2．4水曜日 10：30～11：00
（場所）栗橋子育て支援センター（くぷる）
（対象）乳幼児から

実施中

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果
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　【事業の取組】 鷲宮図書館
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ブックリサイクル
保存年限を過ぎた雑誌や買い替え等で役割を終えた除籍図書を市
民へ有効活用してもらうことを目的に無料提供する。

（実施時期）平成29年2月予定
（場所）鷲宮図書館

（実施日）平成28年2月6日（土）
（ﾘｻｲｸﾙ図書提供冊数）1,947冊
（配布冊数）1,722冊

おはなし会
おはなし会を通じ、読書への動機付けを行い、併せて図書館資料の
活用を促進する。

（実施時期）平成28年4月～　継続実施
（場所）鷲宮図書館おはなしコーナ
（対象）乳幼児～小学生

実施中

木曜映画会
大人が楽しめる映画会を奇数月の最後の木曜日に実施し、図書館
の利用促進を図る。

（実施時期）毎月最終木曜日
（場所）鷲宮図書館視聴覚室
（対象）一般
（定員）30人　予定

実施中

ブックスタート
赤ちゃんの時期から家族に言葉かけをすることは、言葉や心の発達
に必要なものであるというブックスタート運動の考えに基づき、親子
のふれあいを深める事業です。

（実施時期）毎月4か月児健康診査時に実施
（場所）鷲宮保健センター
（対象）4か月児

実施中

（実施時期）夏休み・春休み期間
（場所）鷲宮図書館視聴覚室
（対象）幼児～一般
（定員）25人予定

実施中

プチ・ライブラリアン体験
図書館の業務の体験を通じ、図書館への理解を深め、図書館の利
用を促進する。

（実施時期）平成28年8月予定
（場所）鷲宮図書館
（対象）小学3年生～
（定員）4人予定

（実施日）平成27年8月5日（水）
（参加人数）3人

鷲宮図書館・郷土資料館まつり
鷲宮図書館・郷土資料館が開館以来実施している、複合施設の特
徴を生かした事業の実施により、それぞれの施設相互利用の促進
を図る。図書館では、図書の展示、映画会を実施する。

（実施時期）平成28年10月～11月予定
（場所）鷲宮図書館視聴覚室（映画会）
　　　　　鷲宮図書館児童コーナー（図書の展示）
(対象)幼児～

（実施日）平成27年10月25日（土）・10月26日（日）　2回
（映画会参加人数）15人

朗読と語りの会
本の世界を視・聴覚で鑑賞し、楽しみの幅を広げ、図書の利用促進
を図る。

（実施時期）平成28年11月予定
（場所）鷲宮図書館視聴覚室
（対象）幼児～一般
（定員）25人予定

（実施日）平成28年2月14日（日）
（参加人数）27人（子ども4人・大人23人）

ファミリー映画会 家族で楽しめる映画を上映し、図書館の利用促進を図る。

子ども読書の日「子どもえいが会」
子どもたちの図書館利用の促進を目的として、映画会と映像化され
た図書の展示を行います。こどもの読書週間（４月）の事業の一環と
して実施する。

（実施時期）平成28年4月23日（土）
（場所）鷲宮図書館視聴覚室
（対象）幼児～一般
（定員）25人予定

子ども読書の日「こども図書館まつり」（平成27年度名称）
（実施日）平成27年4月25日(土)
（映画会参加人数）8人
（図書の展示）4月23日から5月28日まで　250冊展示

※子ども読書の日「絵本で子育て・孫育
て」

家庭での読み聞かせや絵本の選書の基礎知識を学ぶ。

（実施時期）平成28年4～5月 予定
（場所）鷲宮図書館視聴覚室
（対象）親子
（定員）10組予定

事業名 事業趣旨 平成２８年度実施計画 平成２７年度の成果
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