
《5》沿革

昭和57年 4月 図書館開設準備室設置（中央公民館）
5月 図書館建設工事着工

10月 図書館竣工
12月 図書館　開館

「ヘッドホン」スタート（週３回）

昭和58年 10月 日本図書館協会　優秀図書館として表彰される
（第70回　全国図書館大会）

「紙芝居とおはなし会」スタート
（毎月第2・4土曜日）

昭和59年 「読書講座」スタート

昭和60年 4月 古文書資料を郷土資料館へ移管

昭和61年 3月 年間貸出冊数20万冊突破
「映画会」が年3回スタート
「一日図書館員」スタート
図書館職員による人形劇の公演

昭和62年 4月 コンピュ－タ・システム更新（三菱電機）
「紙芝居とおはなし会」が毎週土曜日となる

昭和63年 8月 「なでしこ」による人形劇公演スタート
（3月の年１回）

平成1年 5月 「子ども科学教室ー地球からのＳＯＳ－」開催
「紙芝居とおはなし会」が毎週火・土に開催となる
「てづくり会」スタート（月１回）

平成2年 5月 展示会を開催「地球からのＳＯＳ］
7月 貸出冊数を一人5冊以内に改正

地域活動研究事業を開催
　・おりがみ会  ・読み聞かせ教室 
 ・オカリナ作り  　・人形作り
「映画会」が月１回になる

平成3年 「レコードを聴く会」スタート（年4回）
「紙芝居とおはなし会」（毎週土・火を分ける）
土曜日「おはなし会」　火曜日「絵本を楽しむ会」とする
「ボランティア養成講座」スタート

平成4年 5月 コンピュ－タ・システム更新（日本ＩＢＭ）
「てづくり会」（月１回）を図書館職員で行う

10月 町制30周年記念事業『きよの絵本劇場』を上演

平成5年 8月 利用者端末2台設置

平成6年 4月 2市2町の図書館広域利用スタ－ト
「パネルシアター」をおはなし会でスタート（年１回）

平成7年 1月 『播磨町の民話と郷土史』を刊行
8月 戦後50年特別企画　映画「ムッちゃんの詩」上映

平成8年 3月 利用登録範囲を3市2町まで拡大
「播磨幼稚園図書館の日」スタート（月2回）
「ウッドブロック」の人形劇がスタート

（12月の年1回）

「図書館開館」

「人形劇」

「人形劇」

「おはなし会」

「てづくり会」

「優秀図書館　表彰」
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平成9年 8月 開館15周年事業　『淡路人形浄瑠璃』講演を実施
トライ・やるウイーク受入スタート
「だっせのおっちゃん紙芝居」スタート
「播磨西幼稚園のおはなし会」スタート（月1回）
「蓮池幼稚園のおはなし会」スタート（月１回）

平成10年 2月 コンピュ－タ・システム更新（日本ＩＢＭ）
7月 「としょかんまつり」スタート（7月の年1回）

「ふゆのおはなし会」スタート（12月の年1回）

平成11年 5月 『播磨町の地名とその歴史』を刊行

平成12年 4月 音楽ＣＤの貸出開始
9月 ホ－ムペ－ジを開設

「蓮池保育園のおはなし会」スタート（月１回）
「北部子育て支援センター読み聞かせの会」スタート(月1回）

平成13年 2月 ホ－ムペ－ジより蔵書検索が可能になる

平成14年 3月 年間貸出冊数30万冊突破
4月 ブックスタ－ト事業開始（月1回）

10月 開館20周年事業　大月ルリ子氏講演会
テ－マ『子どもと絵本』

11月 開館20周年事業　平岩弓枝氏講演　
テ－マ『読書の効用』

平成15年 4月 「朗読ライブ」スタート（4、11、2月の年3回）
11月 「大人のためのおはなし会」スタート

（11月の年１回）
12月 コンピュ－タ・システム更新（日本電子計算）

平成17年 4月 図書館ボランティアを募集・講習会の開催
「修理・配架ボランティア」スタート

平成18年 4月 ㈱図書館流通センタ－（指定管理者）運営に
「南部子育て支援センター読み聞かせの会」スタート（月1回）

7月 夏休みおもしろ教室（年１回11日間）

平成19年 1月 リサイクルブックフェア（3日間）
5月 アジアの絵本展示会

12月 25周年記念事業「図書館フォーラム」
宅配事業スタート（月2回）
代理購入スタート
「大中遺跡で四季を楽しむ会」スタート

平成20年 11月 「図書館利用教室」開催

平成21年 2月～3月 「本の製本・修理講座」の開催
7月～11月 全国「調べ学習コンク－ル」に応募

平成22年　　　　　　1月 「播磨町図書館を使った調べる学習コンク－ル」
表彰式

平成23年 4月 コンピュ－タ・システム更新（ＮＥＣ）
自動貸出機（1台）導入

平成24年 1月 第1回「ななつのおたのしみ会」
「ひよこのおはなしかい｣スタート

3月 第1回「星空教室」(明石市立天文科学館：協力）
第１回「ぬいぐるみのおとまり会」

6月 図書館開館３０周年記念事業
「長谷川義史さん絵本ライブ」

12月 「お菓子の家をつくろう」

「星空教室」

「ななつのおたのしみ会」

「だっせのおっちゃんの紙芝居」

「ブックスタート」

「朗読ライブ」

「宅配」
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平成25年 3月 「大人のための手づくり会」
5月～6月 図書館ボランティア養成講座「ブラックパネルシアター」（全5講座）

講師：図書館ボランティアグループ「こすもす」
6月 第1回「親子でたのしむわらべうた」

実演：「わらべ」（図書館ボランティアグループ「野の花」）

平成26年 3月 宮部文庫開設―3月2日　宮部文庫開設記念式

　　　　「宮部文庫」

6月 「はりま読書の会」スタート（月1回）　　共催：加古川読書倶楽部
9月 学校・園の団体利用カードをクラス単位の交付に改正

平成27年 3月 ＹＡコーナーに「なるにはＢＯＯＫＳ」新設

　「はりま読書の会」

4月 訪問おはなし会　南部子育て支援センター「おはなしでてこい」　第4月曜日（年11回）
5月 第1回　「あにましおん探偵団と本であそぼう！」　（年4回）

実演：ボランティアグループ　「本であそぼう！あにましおん探偵団」
6月 播磨町郷土資料館「民話の杜」で日本の昔話の紙芝居・絵本の読み聞かせ（年6回）

＊11月第1土曜日の「大中遺跡まつり」は、別府鉄道客車内で実演
11月 播磨圏域連携中枢都市圏の相互（広域）利用　開始

対象：姫路市、相生市、宍粟市、たつの市
　　　　市川町、神河町、上郡町、佐用町、太子町、福崎町
＊8市3町から12市9町在住の方に、広域利用の範囲が広がる

平成28年 3月 第1回　「わくわく教室」 共催：ＴＯＳＳ花みずき

       　　             「わくわく教室」

4月 播磨町電子図書館（ＴＲＣ－ＤＬ）　開始
＊播磨町在住、在勤、在学で播磨町立図書館の利用カードをお持ちの方
　 貸出点数5点、貸出期間14日間、予約点数5点
　 コンテンツ数：購入373点、ＡｌｌＡｂｏｕｔ（お役立ち文庫）3,000点、青空文庫101点

6月 第1回　「かみしばいのおへや」
＊「きたさんの紙芝居」から、紙芝居・大型絵本・昔遊びに内容を変更

11月 播磨町放課後子ども教室「みんなでアソビバ！」で絵本の読み聞かせ（月4回）
＊東部・南部コミュニティセンター、播磨町福祉会館、鹿の川公民館

平成29年 1月 読書手帳「としょﾎﾟｹ」（としょかんﾎﾟｹｯﾄﾌﾞｯｸ）作成・配布
2月 図書館システム更新（ＮＥＣ　ＬｉＣＳ－Ｒｅ2　ｆｏｒ　ＳａａＳ）
3月 第1回　「大人のための図書館探検隊」

　　　「大人のための図書館探検隊」

「なるにはＢＯＯＫＳ」
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4月 平成29年度　「子どもの読書活動優秀実践図書館　文部科学大臣　表彰」
　播磨町立図書館が「子どもの読書活動優秀実践図書館」として
　文部科学大臣表彰を授与

「こどもの読書週間行事」
＊「子ども読書の日（4月23日）」と「こどもの読書週間（4月23日～5月12日）に関連して、
　　 子ども対象の行事を実施する（年1回）
　　 平成29年度は「本大好き！みんなでこいのぼりをつくろう！」を実施

「本大好き！みんなでこいのぼりをつくろう！」

5月 訪問おはなし会　北部子育て支援センター「おはなしでてこい」　第1月曜日
12月 「クリスマスのてづくり会」

＊クリスマスに関連した工作を実施する（年1回）
　 平成29年度は「クリスマス ランタン＆ミニサンタさん・ミニツリーをつくろう！」を実施

平成30年 3月 「ものがたりを食べよう！」 共催：NPO法人みんなでネットワークういっくす播磨
＊絵本に出てくる食べ物を子どもたちが作って、物語の世界を楽しむ
　 平成29年度「ものがたりを食べよう！『大阪うまいもんのうた』食うたろか？！」実施

　　　　　「クリスマスてづくり会」 　　　　「ものがたりを食べよう！」

4月 第1回　「英語　ＤＥ　えほん」
　図書館ボランティア　Adrian White（エイドリアン・ワイト）氏による
　日本語と英語での絵本の読み聞かせを実施

5月 「古本　de　Cafe」 協力：NPO法人みんなでネットワークうぃっくす播磨、播磨町土木グループ
　 後援：播磨町教育委員会
　* ①古本市　②Cafe　③青空おはなし会　④スタンプラリーを実施

7月 「小学生のためのビブリオトーク」実施

「古本　de 　Cafe」 「小学生のためのビブリオトーク」「英語　ＤＥ　えほん」
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令和元年 11月 「秋の読書週間行事」
＊「文化の日（11月3日）」を中心に2週間を「読書週間」と定め
　 「秋の読書週間（10月27日～11月9日）」に関連して行事を実施する（年1回）
　令和元年度は、「2019読書週間しおり」配布と「大人のための豆本教室」を実施

「大人のための豆本教室」

10 


