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１５．利用促進事業    

（１）図書館主催事業 

◆大人のためのちいさな朗読会 

  本の世界や美しい日本語の響きを楽しむための朗読会。 

  日 時  第２・４金曜日 午前１０時～１１時 

  場 所  図書館会議室 

  演 者  朗読ボランティア「あじさい」 

  参加者  ８９名（実施回数１８回） 

  ※2 月 14日は「おとなのための楽しい朗読会スペシャル」（朗読ボランティア「あじさい」・主催）のため、 

   2 月 28日・3月 6 日・3 月 27日は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止。 

 

◆大人のおはなし会 

  大人を対象とした静かな落ち着いた雰囲気の中でのおはなし会。 

  日 時  偶数月第３火曜日 午前１０時３０分～１１時３０分 

  場 所  図書館おはなし室 

  演 者  香芝お話ローソクの会 

  参加者  １４名（実施回数５回） 

  ※6 月は、「大人のためのおはなし会」（香芝お話ローソクの会・主催）のため、中止。 

 

◆香芝ライブラリーゼミ（図書館講座） 

 各回のテーマに沿った講義と関連図書の展示を通して、市民の生涯学習を支援 

  日時・テーマ等 

  第１回 １月２６日（日）午後２時～３時３０分 

    香芝検定予習講座「香芝の知ってほしい３０項目」 

   第２回 ２月１１日（火・祝）午後２時～３時３０分 

       香芝検定予習講座「もっと知ろう！！香芝のこと」 

     第１・２回講 師：浅越 保氏（香芝検定実行委員長）・坪内 達雄氏（香芝検定実行委員） 

第１・２回場 所：ふたかみ文化センター2 階 第４会議室 

     第１・２回参加者：（第１回）３０名 （第２回） ２７名 

   第３回・第４回 教養講座「資料でたどる奈良県の鉄道」は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、 

   延期。 

 

◆ミニコンサート２０１９ 

桜井高校学校ギター部による弾き語りのミニコンサート 

日 時  １１月１７日（日）午後２時～3 時 

場 所  市民図書館・視聴覚室 

曲 目  空も飛べるはず（スピッツ）他 

出 演  奈良県立桜井高等学校ギター部 

参加者  ６６名                            
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◆視聴覚室多目的スペース活用事業 

時 期 内 容 

５月１０日～５月１９日 子ども読書の日記念事業 

５月２１日～６月１９日 図書館見学 

６月２１日～７月２日 男女共同参画社会 パネル展＆関連図書展示 

７月５日 マザーズセミナー 

７月６日～７月３１日 差別をなくす強調月間 パネル展＆関連図書展示 

８月２日～９月１日 学習室（試行） 

９月６日～１０月２日 食育 

１０月４日～１０月２０日 がん予防 

１１月２日～１２月４日 リサイクル図書コーナー 

１１月１７日 桜井高校ギター部ミニコンサート 

１２月６日～２７日 クリスマスの絵本 展示 

１２月１９日 家庭教育学級合同学習会 

１月１０日～２月５日 認知症にやさしい香芝 

2 月 7 日～３月８日 リサイクル図書コーナー 

２月１４日 おとなのための楽しい朗読会スペシャル 

  ※3 月９日以降は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、視聴覚室を閉室。 

  ※視聴覚室の一角でリサイクル図書の頒布コーナーを常設。 

 

（２）他部署・団体との連携・協力事業 

◆男女共同参画週間パネル展（市民協働課） 

  男女共同参画に関する啓発パネルおよび関連図書等の展示。 

   展示期間  6月２１日（金）～7 月２日（水）             

     展示図書  男女共同参画に関する一般書・児童書８９冊 

 

 ◆差別をなくす強調月間ポスター展（市民協働課） 

  人権啓発ポスターおよび人権啓発に関する図書等の展示。 

     展示期間  ７月５日（金）～７月３１日（水） 

     展示図書  人権啓発に関する一般書・児童書１１６冊 

 

◆マザーズセミナー（市民協働課） 

       日 時 ７月５日（金） 第１部 講座 午前１０時～１１時１０分 

第 2 部 絵本ミニミニ講座 午前１１時３５分～１１時５５分 

     場 所 第１部 市民図書館・視聴覚室   第２部 市民図書館・おはなし室 

     講 師 第１部 ハローワーク大和高田職員、香芝市児童福祉課・こども課職員 

第２部 宮田和子氏（えほんたいむボランティア・代表） 

     内 容 第１部 就職活動の進め方等について 

第２部 絵本についての講話や絵本の読み聞かせ（「えほんたいむ」の派生事業） 

     参加者 第１部 １８名 

第２部 親子７組 
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◆平和を考えるパネル展（企画政策課） 

  戦争や原爆関連のパネル展示および関連図書の展示。 

     展示期間  8 月２日（金）～８月３１日（金）       

     展示図書  平和と戦争に関する一般書・児童書２２０冊 

 

◆食育パネル展（保健センター） 

  食育に関する啓発ポスター、奈良県の学校給食の歴史等の展示。 

     展示期間  ９月６日（金）～１０月２日（水）       

     展示図書  食育に関する一般書・児童書１３９冊 

 

◆がん検診パネル展（保健センター） 

  がん検診の種類の紹介、がん検診及び予防に関する啓発ポスター等の展示。 

     展示期間  １０月 4日（金）～１０月２０日（日）       

     展示図書  がんに関する一般書・児童書１０３冊 

 

◆認知症にやさしい香芝 特設展示（介護福祉課地域包括支援センター）        

パネルで認知症に関する説明や地域包括支援センターの活動内容を紹介し、関連冊子を配布。 

展示期間  １月１０日（金）～２月５日（水）まで 

展示図書  認知症・介護・予防等に関する本 １１３冊 

 

 ◆おとなのための楽しい朗読会スペシャル（朗読ボランティア「あじさい」） 

          日 時 ２月１４日（金）午前１０時～正午 

     場 所 市民図書館・視聴覚室 

     演 目 『蜘蛛の糸』（芥川龍之介）の朗読、フルート演奏 他 

     参加者 ６０名 

 

 ◆読書会「ほんでぇコミュニケーション」（まちライブラリー＠＆香芝） 

 香芝市内で活動している、まちライブラリー＠＆香芝主催による新しい形の読書会の実施。 

  （毎月第３土曜日 午後２時から９０分程度） 

日付 テーマ 参加人数 日付 テーマ 参加人数 

6月１５日 ジブリの本 ３名 ９月２１日 変化 1名 

7月２０日 宇宙 0名 １１月１６日 宇宙 2名 

８月１７日 夏休み 1名 

 

 ◆ふゆにみえるほしのせかい 

 まちライブラリー＠＆香芝主催の「JAXA宇宙学校かしば」のプログラム１として実施。 

          日 時 １月１８日（土）午前１０時～１２時（各２０分×３回） 

     場 所 市民図書館・おはなし室 

     講 師 吉村 彩氏（星空案内人） 

     内 容 Mitakaプログラムを使用してスクリーンで冬の星座などを紹介 

     参加者 市内小学生３０名（各回１０名） 
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（３）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等から取り上げている。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 

●カウンター前 

昨年度～４月 本の本 １１・１２月 １２月の実用書 

5・６月 さまざまな万葉の世界 １・２月 科学道 100 

７・８月 今だから…社会を考える本 3 月～ Ａｒｔな本 

９・１０月 読むボールスポーツの世界 

●柱台 

４月 岳のぼり １０・１１月 レストラン・ブック亭 

５月 本 DE 登山・アウトドア １２月 物故者 2019 

６月 男女共同参画 １・２月 香芝検定予習講座 

６・７月 本で巡ろう世界遺産 ３月 ねこの本 

８・９月 日本と世界の祭り 

●季節・行事・その他 

前年度～9 月 認知症と向き合う 8 月 夏休み（読書会） 

6～8 月 追悼・田辺聖子さん 9～10 月 闘病記コーナー 

７～8 月 宇宙（読書会） 9 月 変化（読書会） 

８月 戦争と平和～あの日を忘れない～ 

 

◆児童向け 

   ●児童書テーマ展示 

昨年度～4 月 のりたいのは、どーれ？乗り物の本 

5月～６月 ほんはともだち としょかんもともだち 

7月～8月 ぼうけんの旅へ 

9月～１０月 スポーツの本 

１１月～１２月 いろんな生き方 

1月～2月 干支の動物たち 

3月～4月 発見！？発見！！ 

●絵本展示 

昨年度～５月 春の本 

6月 あめの本 

7月～８月 夏の本 

９月～１１月中旬 秋の本 

１１月中旬～１２月 クリスマスの本（１２月 6日（金）から視聴覚室へ） 

１２月～２月 冬の本 

3月～4月 春の本 
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●平台展示   

昨年度～４月 いきものリレー・トリ 

５月～6月 いきものリレー・魚 

７月～８月 自由研究・工作・宿題お助け BOOK 

９月 いきものリレー・うみのいきもの 

１０月 きょうりゅう？ドラゴン 

１１月 いきものリレー・クマ 

１２月 いきものリレー・サル 

１月 いきものリレー・ゾウ 

２月 いきものリレー・キリン 

３月 いきものリレー・カバ 

●ミニ展示 

昨年度～５月 
「えほんのひろば」で楽しむえほん 

春休みとしょかんクラブ 

6月～7月 たなばた 

７月～８月 戦争と平和の絵本 

７月～8月 「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書 

８月～9月 としょかんクラブ 

9月～１０月 きょうはハロウィーン 

１０月～１１月 ありがとう和田誠さん 

１１月～１２月 クイズラリー関連展示 

１２月 はーやくこいこいお正月 

1月 楽しかったねお正月 

１月～2月 鬼は外、福は内（節分） 

2月～3月 ひなまつり 

２月～4月 子どもと本をつなぐ講座 

 

◆中高生向け「未来の森」 

   ●テーマ展示 

昨年度 3月～４月 職場体験学習の中学生が選ぶオススメの１冊 

５月～６月 新学期Ｓｔａｒｔ！ 

７月～８月 おしゃれを楽しもう 

9 月～１０月 秋の夜長にミステリー小説はいかが？ 

１１月～１２月 趣味をみつける 

1 月～翌年度５月 集まれ！みんなの書いたポップ！ 

●ミニ展示 

５～７月 旅の本 

８～１０月 悩み相談 

１１～１月 進路の本 

２月～翌年度４月 人間関係の本 

   ●特設展示 

５月 つくる本 

６月 テスト対策 

７月 奏でる楽器 
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８月 課題解決ＢＯＯＫ 

９月 体育祭 

１０月 文化祭 

１１月 テスト対策 

１２月 クリスマス 

１月 お正月 

２月 バレンタインデー 

３月 卒業の本 

 

◆地域資料 

通年 新しく入った奈良・香芝の本 

 


