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１５．図書館の行事・催事 

（１） 各種行事 

◆市民図書館 文学講座（全４回） 

今年度は昨年度が好評だったことから、引き続き「平家物語」を取り上げた。 

「平家物語」に登場する主要人物を中心に紹介。 

 

テーマ  「平家物語入門講座②～平家にかかわる人々の物語～」 

講 師  四重田 陽美氏（大阪大谷大学教授） 

時 間  午後２時～４時 

場 所  ふたかみ文化センター２階 第２・３会議室 

日程及び参加者 

月 日 テーマ 参加者 

２月 ８日（金） 祇王～清盛に人生を変えられた舞姫～ ５５人 

２月２２日（金） 俊寛～鬼介が嶋に一人残された僧都～ ５６人 

３月 １日（金） 義仲～朝日将軍の死生観とは～ ５２人 

３月１５日（金） 小宰相～平通盛の妻として～ ５４人 

 

◆朗読を楽しむ会 

   いくつになっても、読書を楽しんでいただくことができるよう、朗読を通して文学の世界を鑑賞すると 

ともに、参加者全員が朗読を体験 

 

テーマ  「宮沢賢治の世界」 

演 者  朗読劇グループ 遊夢（ゆうむ） 

日 時  １０月２５日(木) 午前１０時３０分～１２時 

場 所  ふたかみ文化センター２階 小ホール 

参加者  ５２人 

 

 

◆市民図書館 名画サロン 

   往年のＤＶＤやビデオの名画作品を中心に、上映とともに関連書籍を展示。 

 

会 場：ふたかみ文化センター２階小ホール 

第 1回  １０月３１日（水） 

①午前の部 １０時～ 「終着駅」（1953年：ｱﾒﾘｶ／ｲﾀﾘｱ・64分） 

入場者５３人 

②午後の部  ２時～ 「大地のうた」（1955年：ｲﾝﾄﾞ・125分） 

入場者３２人 

    第２回  １１月２８日（水） 

①午前の部 １０時～ 「嵐が丘」（1939年：ｱﾒﾘｶ・104分） 

 入場者３２人 

①午後の部  ２時～ 「キリマンジャロの雪」（1952年：ｱﾒﾘｶ・114分） 

入場者３９人 
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◆本の森のコンサート 

館内の書架に囲まれた場所でのミニコンサート 

 

日 時  ３月１７日（日） 午後２時～２時３０分 

出 演  松本 美里氏（オーボエ・同志社女子大学学芸学部音楽学科） 

中世古 千賀氏（バイオリン・同志社女子大学学芸学部音楽学科） 

場 所  市民図書館内 南側閲覧席付近 

曲 目  オー・ソレ・ミオ、愛の夢、春の小川など１０曲 

参加者  ５０名 

 

 

◆大人のための図書館ツアー 

図書館をもっとよく知ってもらい、市民の図書館利用を促進する目的で実施。 

 

日 時  10月 4日（木） 午前１０時～１２時 

参加者  図書館ボランティア「香芝ブックレスキュー」、「あじさい」 計 15名 

 

日 時  2月 7日（木） 午前１０時～１２時 

参加者  図書館ボランティア「サークル ラ・ボ」、「香芝ブックトークの会たんぽぽ」、 

図書館サークル「いちご」 計 8名 

内 容  図書館の機能やサービス、文字や記録の意義の説明。図書館施設見学。 

利用者端末やインターネットを使っての蔵書検索体験を行う。 
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（２）テーマ別展示 

 図書館にあるたくさんの資料の中から、それぞれのテーマに沿ったものを選び出し、 

普段は書架のあちこちに分散している資料を 1ヶ所にまとめて展示をしている。 

テーマは主に季節やその時々のニュースなどから取り上げており、展示した図書の一覧は、 

ホームページにも掲載している。 

 

◆一般向け 

４月～５月 古事記を読む～編纂１３００年 

「古事記」に関連する本を紹介 

５月～１１月 記紀万葉を読む 

「古事記」「日本書紀」「万葉集」に関連する本の紹介 

７月～９月 イギリスの本 集めました～ロンドンオリンピック開催～ 

ロンドンオリンピック開催にちなみ、イギリス関係の本の紹介 

９月～１２月 芸術の秋～絵画・工芸・文化財を中心に～ 

芸術の秋にちなみ、特に絵画・工芸・文化財を中心に本を紹介 

１２月～１月 

 

物故者２０１２ 

２０１２年亡くなった著名人の著作・関連の本を紹介 

   １月～３月 

 

様々なジャンルから･･･おすすめの本を集めました 

各分野のおすすめ本を紹介 

３月～翌年度へ 

 

新生活を応援します！～進学、就職、引越、一人暮らしなど～ 

４月からの新生活にそなえて、おすすめの本を紹介 

  

  ●ミニ展示コーナーなど 

８月～９月    戦争と平和の本 

あらためて平和のありがたさを考える特集展示 

１０月～１１月 宮澤賢治の世界～宮澤賢治に関する本～ 

朗読劇の開催に先立ち、宮澤賢治関連の本を紹介 

 １１月～１２月 

 

１２月の実用図書 

クリスマス・大そうじ・年賀状・お正月関連図書 

１１月～１２月 名画サロン～映画に関する本集めました～ 

「名画サロン」開催に先立ち、映画に関する本を紹介 

 ２月～翌年度へ 『平家物語』の本集めました。～「平家物語入門講座②」開催にちなんで 

講座開催にちなみ、『平家物語』関連の本を紹介 

 ２月～翌年度へ 「岩波書店」の本を読む 

岩波書店の創業 100年にちなみ、岩波書店の出版本を紹介 

 

◆ 地域資料 

前年度～６月 奈良県の世界遺産 

奈良県内の世界遺産「法隆寺地域の仏教建造物」「古都奈良の文化財」「紀伊山地の霊

場と参詣道」に関する本を展示 

６月～11月 見てみませんか？あなたの町のさまざまな計画 

奈良県や県内各自治体が作成したさまざまな計画を展示 

9月～11月 記紀と葛城（一般書展示「記紀万葉を読む」に包含） 

Web検定「記紀と葛城」に関する参考になる図書を展示 

11月～翌年度 大和川水系と私たち 

葛下川をはじめとした大和川水系に関する図書を展示 
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◆ 児童向け 

   ●児童書テーマ展示 

昨年度～４月 さようなら そして こんにちは～出会いと別れ～ 

５月～6月 本はともだち、図書館もともだち 

7月～８月 科学で遊ぼう 

９月～１０月 おいしいね 

１１月～1２月 りゅう（龍）がいっぱい 

１月～翌年度 平成 24年度！ブックトークで紹介された本 

●絵本展示 

昨年度～４月 おおきなポケット・たくさんのふしぎアーカイブス 

５月～６月 気になる本（木に関する絵本） 

７月～８月 戦争と平和 ～あの日をわすれない～ 

９月～１１月 のりものえほん 

１１月～１２月 クリスマスの本 

１月～３月 干支の動物たち 

3月～翌年度 かしばの絵本 みんなの１冊 

通年 季節の絵本（春・梅雨・夏・秋・冬） 

●ミニ展示 

６月～７月 モーリス・センダックの本 

7月 七夕 

７月～８月 ブックトークまつりで紹介した本 

７月～８月 えほんでも人形劇と昔話を楽しもう 

７月～８月 「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書 

７月～８月 自由研究、工作の本 

9月～10月 絵本講座「あかちゃんと絵本」で紹介された本 

10月～11月 わらべうた講座で紹介された本 

11月～12月 村中李衣氏の講演会で紹介された本 

１2月～1月 お正月とお正月の遊び 

2月～3月 ひなまつり 

●その他の展示 

前年度～11月 日本中で 世界中で 愛されてきた絵本（第３期） 

 

 

◆ ヤング向け 

   ●ヤング向けテーマ展示 

昨年度～６月 チェンジ！ 

６月～９月 部活、委員会、 学校生活を楽しもう 

９月～１２月 推理！推理！！推理！！！事件の謎を解き明かせ！ 

１２月～2月 僕はそして僕たちはどう生きるか 

２月～翌年度 中学生の選ぶオススメの１冊！ベスト２０ 

 

●ヤング向けミニ展示 

４月～７月 太陽のふしぎ、月のふしぎ 

７月～翌年度 近代文学を読む 
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（３）開館 20周年記念事業 

 

◆リスト「お読みになりましたか？」の発行 

 図書館開館以来、よく読まれた本のリストを冊子体にして配布。（約 1,300部） 

 

 

◆親子で楽しむクリスマスの夕べ 

閉館後に、クリスマスや冬にちなんだ絵本の読み聞かせとミニコンサートを行った。 

コンサート終了後には、図書館から冬彩の花火を来場者とともに鑑賞した。 

 

日時   平成２４年１２月２２日（土） 午後６時４５分～午後８時 

会場   一般書コーナー南側閲覧席 

出演   前半：宮田和子氏（香芝絵本の会いちご） 後半：MUSICヴィタミーナの皆さん 

来場者数 ５０人 

内容    

絵本の読み聞かせ：『ひつじかい』『サンタクロースって本当にいるの？』ほか 

コンサート：『星に願いを』『クリスマスメドレー』『赤鼻のトナカイ』ほか 

 

 

◆「２０年後へのタイムカプセル」作品展 

『２０年後の「わたし」へ』『２０年後の「かしば」へ』をテーマに、絵・写真・文章・ 

メッセージを、広く市民の方々へ募集し、作品展を開催した。 

今回の出品作品については、２０年間の保存を経て、再び作品展を開催する。 

 

日時     平成２５年１月１１日（金）～１月２５日（金） 午前９時３０分～午後５

時 

会場     ふたかみ文化センター1階市民ギャラリー 

出品作品数  １６５作品 

来場者数   計７７３人 

来場者数 

1月 11日（金） 38人 1月 19日(土) 105人 

1月 12日（土） 160人 1月 20日(日) 84人 

1月 13日（日） 74人 1月 22日(火) 20人 

1月 14日(月祝) 77人 1月 23日(水) 55人 

1月 16日(水) 42人 1月 24日(木) 38人 

1月 17日(木) 22人 1月 25日(金) 24人 

1月 18日(金) 34人 合計 773人 
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◆２０年後もオススメしたい みんなの選ぶこの１冊 

 市内公立中学１・２年生を対象に、お気に入りの１冊を投票してもらい、キャッチコピーも募

集した。 

 

  募集時期  平成２５年１月末～２月末 

  応募数   1,272票 

  順位  1位「ハリーポッター」シリーズ  

      2位「謎解きはディナーの後で」  3位「王様ゲーム」 

 

◆かしばの絵本 みんなの 1冊 

 香芝市在住・在勤・在学者を対象に、お気に入りの 1冊を理由とともに投票してもらった。 

市内保育所・幼稚園・小学校にも協力依頼した。 

 

  募集時期  平成２５年２月 1日（金）～２８日（木） 

  応募数   3,961票 

  順位  1位「はらぺこあおむし」   

2位「ぐりとぐら」   3位「ねずみくんのチョッキ」 

 

◆ふたかみサンクスフェスタ 

 ふたかみ文化センター開館２０周年を記念して、図書館・博物館・文化センターの 3施設が 

イベントを行った。そのうち、図書館主催で開催したものは次のとおりである。 

 

１．絵本の読み聞かせ会 

  「かしばの絵本・みんなの 1冊」の上位 3冊を読み聞かせしていただいた。 

「はらぺこあおむし」（吉田市長）、「ぐりとぐら」（日高教育委員）、 

「ねずみくんのチョッキ」（香芝市出身の樟蔭女子大学学生） 

  ２．ＭＵＳＩＣヴィタミーナのみなさんによる、童謡コンサート 

  ３．かしばの絵本・みんなの 1冊に選ばれた絵本約 50冊の展示 

  ４．中学生が選んだ２０年後もオススメしたい本の展示 

  ５．布の絵本・さわる絵本の展示（サークル・ラ・ボ作成） 

  ６．本のフィルムコート体験（香芝ブックレスキュー） 

 

    日時     平成２５年 3月２０日（水・祝）  

           午前１０時３０分～１１時３０分（上記１・２） 

           午前１０時～午後３時（上記３～６）   

場所     ふたかみ文化センター１階ロビー（１・２） 

         ふたかみ文化センター２階会議室（３～６） 

来場者数   ３～６合計 125人 
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◆かしばの絵本・みんなの 1冊 投票結果 

個別タイトルでの投票（ベスト 20） 

順位 票数 タイトル 作者 出版社 

1 107 はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 

2 67 ぐりとぐら なかがわ りえこ 福音館書店 

3 32 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを ポプラ社 

4 31 ぼちぼちいこか マイク＝セイラー 偕成社 

5 28 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 文溪堂 

5 28 ももたろう まつい ただし 福音館書店 

7 25 スイミー レオ・レオニ 好学社 

8 24 100万回生きたねこ 佐野 洋子 講談社 

8 24 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 文渓堂 

8 24 へんしんトンネル あきやま ただし 金の星社 

11 21 １００かいだてのいえ いわい としお 偕成社 

11 21 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 文渓堂 

13 20 からすのパンやさん かこ さとし 偕成社 

13 20 はじめてのおつかい 筒井 頼子 福音館書店 

15 18 おまえうまそうだな 宮西 達也 ポプラ社 

16 17 おしいれのぼうけん ふるた たるひ 童心社 

16 17 モチモチの木 斎藤 隆介 岩崎書店 

18 16 １４ひきのひっこし いわむら かずお 童心社 

18 16 どうぞのいす 香山 美子 ひさかたチャイルド 

18 16 バムとケロのにちようび 島田 ゆか 文溪堂 

21 15 三びきのこぶた 瀬田 貞二 福音館書店 

21 15 じごくのそうべえ 田島 征彦 童心社 

 

シリーズ名での投票ベスト３ 

順位 票数 タイトル 作者 出版社 

1 65 ミッケ！(シリーズ) ウォルター・ウィック 小学館 

2 19 おさるのジョージ(シリーズ) M．レイ 岩波書店 

3 14 バムとケロ(シリーズ) 島田 ゆか 文渓堂 

 

 

◆２０年後もオススメしたい 中学生の選ぶ、この１冊 投票結果（ベスト 10） 

順位 票数 タイトル 作者 

1 38 『ハリーポッター』（シリーズ） Ｊ．Ｋ．ローリング 

2 31 『謎解きはディナーのあとで』 東川 篤哉 

3 29 『王様ゲーム』 金沢 伸明 

4 25 『ぼくら』（シリーズ） 宗田 理 

5 17 『三毛猫ホームズ』（シリーズ） 赤川 次郎 

5 17 『バッテリー』 あさの あつこ 

7 16 『夢をかなえるゾウ』 水野 敬也 

8 14 『恋空』 美 嘉 

8 14 『カゲロウデイズ』 じん（自然の敵 P） 

10 12 『ビブリア古書堂の事件手帖』 三上 延 

10 12 『リアル鬼ごっこ』 山田 悠介 
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＜写真＞ 

 

 

市民図書館でよく読まれた本 親子で楽しむクリスマスの夕べ 

20年後へのタイムカプセル展 ふたかみサンクスフェスタ「かしばの絵本みんなの 1冊」 

MUSIC ヴィタミーナさんによる「童謡コンサート」 

 

ふたかみサンクスフェスタ・吉田市長による絵本読みきかせ 

ふたかみサンクスフェスタ「20年後もオススメしたい 1冊」 

市民図書館でよく読まれた本 

ふたかみサンクスフェスタ「本のフィルムカバー貼り体験」 


