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平成２９年度第２回袖ケ浦市立図書館協議会 

 

１ 開催日時  平成２９年１１月１６日（木）午後２時開会 

 

２ 開催場所  平川公民館 ２階 視聴覚室 

 

３ 出席委員 

委員長 関崎 通郎 副委員長 小川 幸男 

委 員 入野 紀子 委 員 大野 俊江 

委 員 鎗田 典子 委 員 髙橋 和子 

委 員 山野 朱代 委 員 光武 賢一郎 

委 員 武内 喜美子   

 

（欠席委員）   溝口 尚子 委員 

 

４ 出席職員 

     

教育長 御園 朋夫 
教育部参事 

（生涯学習課長) 
小阪 潤一郎 

中央図書館長 大津 忠志 平川図書館長 小堀 正雄 

長浦おかのうえ

図書館長 
嶋田 育子 

中央図書館 

主幹 
藤尾 善之 

中央図書館 

主幹 
今坂 公一 

中央図書館 

副主査 
高石 千明 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ３人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

（１） 読書普及事業における図書館ボランティアについて 

（２） その他 

 

７ 議 事 

（１）読書普及事業における図書館ボランティアについて、 

スライド上映し、事務局より説明する。 

 

関崎委員長： 現在の図書館ボランティアにおける成果と問題点、今後はこう
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していきたいという案、その他の３つに分けて議論していきたいと思う。まず、

現在４ページ①～⑥に書かれたボランティアがあるということだが、これにつ

いて質問や意見をお願いします。 

 

入野委員： これらのボランティアの活動日や活動時間は平日の昼間が多いの

か。袖高生もボランティアに協力したいが平日の昼間だと学校があり難しい。 

① おはなし会ボランティアについて、袖高生はトショロ月間等で、読み聞か

せをする際、毎回講習を１時間半程度受けているので、トショロ月間以外

にもお手伝いできることがあったら読み聞かせに参加させたい。 

② 映画会ボランティアについて、若者に人気の上映作品の選定や、ポスタ

ー・解説書の作成などもできる。袖高には、図書・視聴覚部があり、そこ

には放送委員会が所属しているため、機器操作も、講習を受ければすぐに

わかると思う。 

③ 対面朗読ボランティアについて、ＣＤに吹き込んだり、直接読んだりもで

きる。２年前に図書委員の地区研修では、目の不自由な人への朗読講習が

あったが、当時は演劇部の生徒がいて大変好評だった。 

 

事務局（藤尾主幹）： 各ボランティアの活動時間について報告する。 

 

関崎委員長： 袖高生のカリキュラムの中にボランティア活動を入れることは、

すごく良いことだと思う。高校生にとっても良いことだし、満足感も得られる。

何が受け入れられるかについて意見をお願いします。日時や活動内容について

は、この会議の後で個別にすり合わせてもらいたい。 

 

武内委員： ２、３年前から袖高との連携が始まったが、子供たちに将来を託

すという意味もあるし、社会勉強にもなる。また図書館側の窓口を広げていく

ことも良いことだと思う。 

 

大野委員： 映画会のポスター作りは、時間の拘束もないし、高校生の空いた

時間で作れるので、すごく良いと思う。 

 

鎗田委員： 秋のトショロ月間で行った根形小学校６年生のおすすめ図書の展

示は、本に興味を持ったり、図書館に行けばもっといい本に会えるということ

につながるので、とても良いことだと思う。 

 

関崎委員長： 一斉清掃でも中学校の部活の生徒が授業の一環で手伝ってくれ

る。図書館と学生の参加も組み合わせられれば嬉しい。賛成意見が大多数であ

るため、今あるボランティアの中に別枠として袖高生が入れるように、話を進

めていってもらいたい。 
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事務局（藤尾主幹）： おはなし会やおすすめ図書の展示など、すでに袖高生

にやってもらっている。映画会については、著作権の問題もあるので、会議と

は別の席で話を進めていきたい。 

 

関崎委員長： その他、全体のボランティア活動についての意見はあるか。 

 

山野委員： すきすき絵本タイムについて、やはり根形や平岡は遠いと感じて

いる人が多いと思う。子どもの成長において読み聞かせは豊かな時間であるが、

乳幼児に対して個別の読み聞かせは、こちらとしても申し訳ない気になってし

まうし、人見知りの子だと、親もなかなか足が向かなくなってしまう。一方こ

ども館は利用者も多く、場所的にもこれから子どもが増えるので、遊びに来て

いる子どもを対象に、遊びの中で絵本の読み聞かせを行えば入りやすいと思う。

こども館ですきすき絵本タイムをやるのはどうか。                                                                                                                                                                                                                                         

 

事務局（嶋田館長）： こども館は子どもの数も多いし良い施設だと思うが、

図書館としては、できれば図書館に来てもらいたい。今、図書館では、２，３

歳を対象に「えほんのへや」を行っているが、開催時間に合わせて来てもらう

ことが難しくなってきていると感じる。「おはなし会」も色々時間を変えてみ

ているが参加者はそれほど増えない。そこで、「えほんのへや」を現行の１１

時開始ではなく、根形と平岡でやっている（ブックスタートの代替事業であ

る）「すきすき絵本タイム」のように、１０時～１２時の間 “おはなしのへ

や”を開放し、その間来られる時に来てもらう形にしたいと考えている。その

ためのボランティアの養成方法として、まずおはなし会ボランティア養成講座

初級編を修了した時点で、読み聞かせボランティアとして一旦登録し、活動し

てもらいたい。その後、興味があれば素話などを覚えてもらい、おはなし会ボ

ランティアにも入ってもらう。ボランティアがたくさん集まってうまく動き出

せば、図書館の外にも出て行くことができるかもしれない。 

 

関崎委員長： 視察に行った柏市では、毎日決まった時間にやっていればそれ

で定着すると言っていた。しかし現状のボランティアの人数では毎日開催する

ことが難しいため、忘れられて人が集まらないという。需要と供給の話にもな

るが、供給を増やせば人は集まるのか。 

 

鎗田委員： ボランティアやスタッフの人数がいるなら毎日同じ時間に開催し

た方がよい。先日おはなしについての本を読んだが、〈毎週決まった時間に行

けばおはなしが聞ける〉と子どもたちに覚えさせると自然と人が集まると書い

てあった。難しいことかもしれないが、それが理想だと思う。 
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山野委員： 清和短大の学生に土日来てもらうのはどうか。幼稚園にもよく遊

びに来てくれ、子どもも喜んでいる。 

 

小阪生涯学習課長： 生涯学習課の所管するユースボランティアには、袖高、

清和短大、千葉の大学など、高校生から大学生まで登録があるが、ボランティ

アをする人たちの生きがいや、やりがいについて、現在担当で調査しているの

で、それを踏まえ相互利益になるように事業を進められたらと思う。 

 

関崎委員長： 今の話は問題提起をして、前向きに検討してもらうことでよい

か。そうすればボランティアが少ないからできない、という悪いジレンマを脱

出できるかもしれない。よろしくお願いします。 

 

入野委員： 「すきすき絵本タイム」を、夕方の時間帯にするのはどうか。袖

高生の中にも保育士になりたい人がいて、学校が終わってから活動できたら良

いと思った。保護者にも絵本の読み聞かせを覚えてもらうという趣旨もあるが、

夕方の忙しい時間帯に、保育園ではないが、高校生やボランティアだけで絵本

の読み聞かせをするというのはどうか。 

 

事務局（嶋田館長）： 小さい子は不安になり、おはなしに集中できないこと

もある。もし高校生にやってもらえるのであれば、土日にやってもらいたい。

夕方は上の子が帰ってきたり、食事の支度もあるので難しいと思う。 

 

入野委員： 中央図書館であれば帰り道になるし、３年生は部活も終わってい

るので参加しやすいと思う。こちらの都合になるが、指定校推薦では事前にボ

ランティア活動などで経験を積むことも大事になってくる。 

 

事務局（嶋田館長）： 保護者は一緒でないといけないが、夕方保育所の帰り

に図書館に寄る親子もいるので、図書館の利用形態を把握して提案したい。 

 

高橋委員： こども館は毎日１６時～１７時までおはなし会をしていると聞い

た。午前は忙しいが、午後ならボランティアできる人もいると思う。 

 

関崎委員長： すり合わせをする中で、良い落としどころが見つかると良い。 

 

関崎委員長： それでは、２９ページ以降の今後の取り組みに移るが、資料に

よると図書館のボランティアには、乳幼児や児童向け、障がい者を支援するも

の、展示や映画会など館内サービスに関するものがあり、その一つが資料展示

である。どういうふうに今後資料展示をやっていきたいか意見はあるか。 
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光武委員： 資料を見て、男性向きのボランティアが少ないと思った。展示な

どは男性もできるので、こういうものがもっとあれば、男性も手を上げやすく

なると思う。 

 

事務局（今坂主幹）： 映画会ボランティアは２８年度から養成し８人中男性

が５人、２９年度は１２人中男性が７人いる。展示ボランティアは４人応募が

あり、年齢層は３０代の女性から８０代の男性まで幅広く、男性は２人いる。

映画会と展示のボランティアは割と男性が多い。 

 

関崎委員長： 図書館以外のボランティアだと割合はどうなのか。 

 

小阪生涯学習課長： 公民館などの社会教育推進員は、８割～９割が女性であ

るが、博物館の市民学芸員は、比率はわからないが、かなり男性が活躍してい

る。 

 

武内委員： ボランティアを受け入れる側の体制や予算はどうなっているのか。 

 

事務局（今坂主幹）： ボランティアは基本無償である。ボランティアの考え

方は個人の特技や能力、好きなことを図書館で発揮してもらい、それを職員が

サポートして事業にしていくことである。市民が図書館に目を向けて色々なこ

とができるよう、柔軟性をもって取り組んでいきたい。 

 

関崎委員長： 報酬や給料がないというのは、ボランティアの大原則だと思う

が、交通費や資料展示の材料費などは出してくれるのか、新しく始めるにあた

り考え方を明確にしたい。 

 

事務局（今坂主幹）： 交通費は出ないが図書館側でボランティア保険（事故

等の対応）に加入し、展示などの材料費については市の予算で対応する。 

 

事務局（藤尾主幹）： ボランティアで、すでにやってもらっている「かみの

おはなやさん」は、必要な材料（折り紙など）は市の予算で購入しているので、

展示ボランティアについても同様に進めていきたい。 

展示ボランティアの募集は、当初、平成３０年度以降で考えていたが、集ま

るか不安もあり、広報そでがうら１１／１５号で募集してみたところ、５人募

集のところ４人の応募があった。 

 

武内委員： 資料展示については、知識がないと難しいと思うが、図書館側で

運営方針ややり方などについて説明してもらえるのか。 
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事務局（今坂主幹）： 個人の好きなものを展示するのではなく、あくまで図

書館の利用につながるような展示を企画し、実際に展示を行ってもらう。 

 

関崎委員長： 資料展示は３０ページの写真にもあるが、中央館の入口のショ

ーケースに展示するものである。他にも館内に飾り付けしたり、壁に掲示して

いるが、それとは違うのか。 

 

事務局（藤尾主幹）： トショロ月間などで市内の小中学校の生徒に、おすす

め図書の展示や、書架に絵や俳句などの作品展示を行ってもらっている。 

秋には、平川中の図書委員が平川図書館に、根形小６年生が中央と長浦にお

すすめ図書の展示をしたほか、中央の一般書架には根形中の美術作品を展示し

てもらった。夏には、中央に昭和中の生徒がおすすめ図書を展示し、長浦に蔵

波中の美術部の作品を展示した。 

こういった学校との連携を数年前から取り組んでいて、少しずつ充実してき

ている。広報そでがうら１２／１号に、教育そでがうらが綴じ込みされるが写

真付きで一部紹介している。 

 

光武委員： 図書館のホームページでボランティアについて検索してみたとこ

ろ、大人ページには展示ボランティアの募集だけあり、こどもページには、

〈大人の方へ〉というところに、読み聞かせボランティアの募集のみ掲載され

ていた。その他のボランティアも不足しているのであれば、わかりやすくバナ

ー登録などしてボランティアを募ればよいのではないか。 

 

事務局（藤尾主幹）： たしかに今のホームページには、ボランティアについ

て紹介しているページはない。ホームページの作成は職員が行っているが、技

術的に勉強が必要であり、今後改善していきたい。 

 

関崎委員長： セキュリティの問題もあると思うが、そういうことを袖高の情

報科の生徒にお願いしたらどうか。 

 

事務局（藤尾主幹）： 今は職員が決まったフォーマットの中で修正すること

しかできていない。新しくページを追加したり、知識のある人に教えてもらえ

たらありがたい。 

 

山野委員： 読み聞かせボランティアに限らず、読み聞かせに携わってもらえ

るボランティアにするのはどうか。読み聞かせだけに限ると、何度も講習を受

けたりハードルが高くなる。読んでもらった本について一緒に絵を描いたり、

折り紙の本を見ながら折り紙を折ったりするボランティアなど幅を広げたらど

うか。 
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関崎委員長： スキルのある人の読み聞かせに限定せず、子どもの遊び相手と

してボランティアに加わっても良いのではないかという意見か。 

 

大野委員： 読み聞かせボランティアになるには、多くの研修を受けないとい

けない。ただ行って、絵本が読めるというだけではいけないのか。それならボ

ランティアをやりたいという人もけっこういると思う。折り紙を折ったり、自

分の知っている昔ばなしを話したり、持ってきた絵本を読むだけではだめで、

図書館側はスキルのある人のみ読み聞かせボランティアとして求めているのか。 

 

事務局（嶋田館長）： 図書館の希望としては、絵本の読み聞かせの機会があ

るとすれば、良い絵本を聞かせてあげたい。絵本にも良いものとそうでないも

のとがあり、対象年齢がある。適切な年齢の時に与えてあげないと面白さがわ

からないものもある。絵本の特性を知った上で読み聞かせを行うというよりは、

子どもや子どもとのやりとりが好きで絵本を読みたいというのは、ブックスタ

ートボランティアや、今図書室でやっている「すきすき絵本タイム」のコンセ

プトに近い。「えほんのへや」は、１対多数で絵本の読み聞かせを行うので、

絵本についての知識を持った上で、子どもの年齢に合った、本を選べる人にや

ってもらいたい。 

今後、中央と長浦で行おうとしている「すきすき絵本タイム」について、ど

のようなコンセプトで行うかによって変わってくるが、開催時間の中で絵本以

外にも折り紙やお絵かきをするという考えもあるのだと初めて気が付いた。今

後の課題とさせてほしい。 

 

関崎委員長： 「おはなし会」の対象年齢や開催日時を、一覧にしてわかりや

すい形で広報などに載せている。それに対応するボランティアについても、研

修が必須になるかなど一覧で見えるとわかりやすい。全体のアレンジは難しい

が、それができるとうまく回り出す気がする。 

その他、２８ページの対面朗読サービスは実績がないが、高齢者や障がい者

に関わるボランティアは広がりそうなのか。 

 

大野委員： 対面朗読よりも、自由な時間に聞ける朗読ＣＤを揃えてもらえれ

ばその方が良いと思う。 

 

事務局（今坂主幹）： 障がい者支援サービスでは職員が本の宅配を行ってい

るが、宅配ボランティアを募集することは今のところ考えていない。調布市や

小平市の図書館では宅配ボランティアを養成しているが、保険の関係で配達は

徒歩もしくは自転車に限られるため、範囲の広い袖ケ浦では難しい。今はそこ

までのニーズもない。 
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関崎委員長： 需要と供給の関係で、宅配を希望する人が多くいて、職員だけ

では配れないからボランティアを養成したが、配達は徒歩か自転車になるとい

うならば、そこを突破できる手立てはないのか。 

 

事務局（今坂主幹）： 職員が車を運転してボランティアを同乗させることは

できるかもしれない。ボランティア保険の規約について、保険会社に確認した

ところ、自宅から図書館までの車の運転については保険が適用され、配達は適

用外とのことであった。他の図書館では、宅配ではなく郵送で対応していると

ころもある。本は貸出だけでなく返却もあるため、そこまで考える必要がある。

なお、視覚障がい者の会や、社会福祉協議会、やまゆりの会に行って図書館が

行っている障がい者サービスについて説明してきた。 

 

関崎委員長： 図書館ではなく、生涯学習課長は市としてどう考えるか。 

 

小阪生涯学習課長： 対面朗読ボランティアのニーズがないから、朗読ＣＤに

替えて良いかというとそれはできない。健常者が受けられるサービスは、基本

的にニーズの有無に関わらず、障がい者に対して用意しておく必要がある。そ

このバランスを見ていく必要がある。 

 

関崎委員長： それでは職員が宅配したり、今後ニーズがあれば予算化して郵

送すればよいということですね。来年度のボランティアについて、対面朗読の

ニーズはないが、要望があればやれるようにしておくという認識でよいか。 

 

事務局（藤尾主幹）： 障がい者サービスについては、今後も体制は整えてお

く。 

 

大野委員： 映画会ボランティアの募集をかける時に、単に映画会ボランティ

アでひとくくりではなく、ポスター作りや機器操作など、さまざまなジャンル

があるということがわかるように募集をかけたら、もっと応募してくれるので

はないか。 

 

事務局（今坂主幹）： 募集した時点で、映画に関する知識など個人差がある

ので、自分の出来る範囲で好きなところをやってくれればよいという話はして

いる。 

 

大野委員： 募集する時点でそれがわかると、より応募しやすいと思う。 

 

事務局（今坂主幹）： 次回からそのようにしたい。 
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関崎委員長： 他に何かあるか。 

 

高橋委員： ２８ページにある「かみのおはなやさん」とは何か。絵本を読ん

だりするのか。 

 

事務局（今坂主幹）： 「かみのおはなやさん」は、市内在住の男性が、折り

紙でお花を作り図書館で配ってくれている。また図書館の行事の中で紙花教室

を開いたり、定期的に図書館のスタッフにも作り方を教えてくれる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

事務局（藤尾主幹）： 他のボランティアは読書との関わりが直接あるが、「か

みのおはなやさん」は、自分で作ったきれいな紙の花を、図書館のカウンター

などに置いてくれている。読書というよりは、環境美化や雰囲気作りの面にお

いて協力してもらっている活動である。 

 

大野委員： 「かみのおはなやさん」の方は、入口のパネルなどに絵を描いた

り、色々なことをしてくれているので、資料展示ボランティアの「資料」を取

って、展示ボランティアにすれば、そこに含まれるのではないか。 

 

関崎委員長： そういった展示ボランティアを少し拡大すると、花や植木など

の管理にも話が及ぶので、環境ボランティアというジャンルをつくっていけば

良いと思う。 

 

事務局（藤尾主幹）： 今回の議題で取り上げている資料展示ボランティアは、

今現在も行っている資料展示のことであり、図書館の本を紹介するための事業

である。環境ボランティアについてもこれまで話が出ているが、まずはできる

ところから固めていきたい。 

 

関崎委員長： 今回は読書普及事業のボランティアであり、環境ボランティア

は話がずれてしまうので、環境ボランティアというジャンルについては、また

次の機会にする。議題（１）についてはこれでよいか。 

 

全員異議なし 

 

（２）その他について 

 

事務局（藤尾主幹）： 事務局からはありません。 

 

関崎委員長： 以上で議題を終了します。 
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８ 報告事項 

事務局（藤尾主幹）： 資料３５ページについて訂正と補足 

〇「本・雑誌リユース・デー」について、年度当初は「除籍資料リサイ

クル」という名称であったが、リサイクルではなくリユースではないか

という意見が出たため事業名を変更した。 

〇「著者を囲む会」について、初日で定員がほぼいっぱいになったため

急遽長浦へ会場変更した。キャンセル待ちも含めて、すでに受付終了と

なった。 

 

（１）平成２９年度図書館事業の進捗状況について 

 

（２）その他 

  〇平成２９年度文芸講座について 

 

各報告事項について、事務局より説明する。 

 

質疑なし 

 

９ 閉会のことば 

 

午後４時０７分閉会 

 

 



 

平成２９年度第２回袖ケ浦市立図書館協議会次第 

 

 

平成２９年１１月１６日（木） 

午後２時から 

平川公民館 ２階 視聴覚室 
 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

（１）委員長あいさつ 

（２）教育長あいさつ 
 

 

３ 議 題 

 

（１）読書普及事業における図書館ボランティアについて 

  （２）その他 
 
４ 報告事項 
 
  （１）平成２９年度図書館事業の進捗状況について 

  （２）その他 
 
５ 閉 会 
 



1

平成２９年度第２回図書館協議会資料

読書普及事業における図書館
ボランティアについて

議題（１）



図書館のボランティア活動について
（市総合計画第３期実施計画）

【目的】図書館の読書普及事業に市民がボランティアとして積
極的に参加できる場を設け、「市民との協働」による図書館を
目指すことで事業の充実と利用の拡大を図る。

【手段】おはなし会ボランティアの養成に加え、映画会、資料
展示のボランティアを新規に募集し、市民の知識・特技を活か
した読書普及事業を実施する。また、乳幼児期からの読書普及
活動としてブックス ートを実施する。

【効果】(1) 市民との協働で様々な図書館事業を行うことによ
り、市民の多種多様な要望に応えることができるようになる。

(2) 主体的に学ぶ市民を増やし地域の学習力が向上する。

(3) 乳幼児期から本に親しむことのできる読書環境が充実する。

2



図書館のボランティア

①おはなし会ボランティア（おはなし会）

②ブックス ートボランティア

（ブックス ート事業）

③すきすき絵本 イムボランティア

（すきすき絵本 イム事業）

④映画会ボランティア

（名画鑑賞会・子ども映画会）

⑤かみのおはなやさんボランティア

⑥対面朗読ボランティア

3



図書館ボランティア登録者数推移

ボランティア名／年度 H26 H２７ H２８ H２９
（9月末）

目標値
（Ｈ３２）

①おはなし会 22人 28人 23人 22人

70人

②ブックス ート・
③すきすき絵本 イム

15人 13人 22人 30人

④映画会 － － 9人 12人

⑤かみのおはなやさん 1人 1人 1人 1人

⑥対面朗読 4人 4人 4人 4人

合 計 42人 46人 59人 69人

（重複して活動しているボランティアあり）

4



図書館ボランティア養成の
取り組み（平成27年度～）

ボランティア名／年度 H27 H28 H29

①おはなし会
養成講座
（初級編）

養成講座
（中級編）

スキルアップ
講座

②ブックス ート・
③すきすき絵本 イム

養成講座 養成講座

④映画会 養成講座 説明会

⑤かみのおはなやさん

⑥対面朗読

5



①おはなし会ボランティア

・中央、長浦、平川の各図書館で開催している定例のおは
なし会、保育所等が来館したときのおはなし会などで活動
している。

・小中学校や保育所、特別支援学校等に図書館から照会し、
各施設からの依頼に応じて出張おはなし会を実施している。

・夏、秋、春には、ボランティアのグループサークル主催
によるおはなし会を開催している。

・平成28年度は館内・館外合計で、451回のおはなし会
を実施し、参加者総数は10,580人。そのうちボランティ
アによる活動は371回、延べ活動人数は683人。

・現在は２２名が登録している。

6



おはなし会

中央図書館

４歳以上を対象とした素話（昔話の語り）

長浦おかのうえ図書館

7



子どもの発達段階に応じたおはなし会

えほんのへや

２・３歳児対象

わらべうたであそぼう

０歳児以上の乳幼児対象

8



蔵波小への出張おはなし会

子どもたちが読書に親しむ機会の充実

保育所から図書館へ来館して
のおはなし会

9



おはなし会ボランティアの養成
平成２７年度
• おはなし会ボランティア養成講座（初級編）

内容：「図書館の児童サービスとは」「ボランティアによる
おはなし会の実演」「子どもにとっての絵本とは」「絵本
の実演と講評」「図書館のおはなし会とは」

平成２８年度
• おはなし会ボランティア養成講座（中級編）

内容：「袖ケ浦市立図書館のおはなし会」「素話の実演と講
評」「発表会」

平成２９年度（１１月～１月）
• おはなし会ボランティアスキルアップ講座

内容：ボランティアを３班に分け、素話を受講生の前で実演
し、講師から講評を受ける。

10



おはなし会ボランティアの
成果と課題

【成果】

・平成２７年度から平成２８年度にかけて養成講座を行い、
新しいボランティアを９名登録することができた。これによ
り、出張おはなし会の要請に対応することができた。

【課題・対策】

・新たな養成が図れた一方で、家庭の都合などで平成２７年
度以降に活動を休止するボランティアも９名あったため、全
体としての増員は達成できなかった。

→出張おはなし会など年間を通じたボランティアの活動回数
が多いため、一人一人の負担を軽減し、無理なく活動を継続
していけるよう、おはなし会ボランティアとは別に、絵本の
読み聞かせを行うボランティアとしての養成・登録を行う。

11



②ブックス ートボランティア

・ブックス ートは、健康推進課が保健セン ーで月１回
開催している4か月児教室において、平成２８年９月から実
施している。

・ブックス ートボランティアが、対面で絵本の読み聞か
せを行なった後に、絵本や図書館の利用案内などの入った
ブックス ートパックを配布する。

・平成２８年度は、対象者263人のうち236人に配布した。
配布率は９２．８％である。

・現在ブックス ートボランティアは３０名の登録。

・ボランティアは２班に分かれ、基本的に隔月１回の活動。
当日は職員１名、ボランティア１０～14人で運営。

12



ブックス ートパックの内容

13



ブックス ートの活動

養成講座 当日の準備

14



赤ちゃんと保護者が、絵本を介して
心をふれあう きっかけづくり

対象は市内の４か月児 対面での読み聞かせ

15



ブックス ートボランティアの養成

平成２８年度
・第１回「ブックス ートとは」
・第２回「４か月児教室について」

「袖ケ浦市のブックス ートについて」
・第３回 ４か月児教室の見学
・第４回 図書館のブックス ートとは

平成２９年度
・第１回「ブックス ートとは」
・第２回「乳幼児向け絵本について」
・第３回「図書館のブックス ートとは」
・第４回 袖ケ浦市保健セン ーでのブックス ートの見学

16



ブックス ートボランティアの
成果と課題

【成果】
・ブックス ートは市内すべての４か月児を対象としており、
１か月当たりの対象者数は4０～５０名。ボランティアが対面
で絵本の読み聞かせを行うため、１回当たり１０名程度のボラ
ンティアが必要である。
・平成２８年度から２年続けて養成講座を行い、ボランティア
を増員したことで、安定した運営が出来るようになった。
・ブックス ート終了後には毎回反省会を開き、運営の改善に
努めている。

【課題・対策】
・平成２９年度の配布率がやや下がっている（4月～9月では約
８4%）ので、配布率をさらに高める必要がある。
→４か月児教室に来られなかった子どもには、中央図書館でも
ブックス ートパックを受け取れることを、関係機関や広報を
通じて定期的に周知する。

17



③すきすき絵本 イムボランティア

・平成24年度まででいったん終了したブックス ートの代替
事業として、ブックス ートボランティアに協力を依頼し、平
成25年度から事業を開始した。

・根形公民館図書室、平岡公民館図書室の「ふれあい読書コー
ナー」で、乳幼児とその保護者を対象に、午前10時から正午
までの間は出入り自由の形で、対面による絵本の読み聞かせを
行う。

・平成２８年度のブックス ート再開後は、根形で奇数月の第
3水曜、平岡では公民館まつり時に開催している。

・現在活動しているボランティアは、ブックス ートボラン
ティアとの兼務で9名。当日は職員１名、ボランティア２～３
人で運営している。

18



すきすき絵本 イムの活動

根形公民館図書室 平岡公民館図書室

19



すきすき絵本 イムボランティアの
成果と課題

【成果】
・元保育士のボランティアが多いため、参加者の子育てに関
する相談にも対応するなど、子育て支援事業にもなっている。
絵本に関する相談には、司書の職員が応じている。
・平成２７年度までは根形、平岡ともに毎月実施していたが、
ブックス ートが始まった平成２８年度から開催回数を減ら
したことにより、１回当たりの参加者数も減少傾向にある。
・公民館まつりのときは多くの参加がある。

【課題・対策】
・根形では隔月で開催しているが、隔月での開催は日程が分
かりにくく、参加者が定着しにくい。しかし、現状のボラン
ティアの人数では、毎月開催することは難しい。
→「絵本の読み聞かせボランティア」を養成し、ボランティ
アの増員を図る。

20



④映画会ボランティア

・図書館所蔵の視聴覚資料を活用して、中央、長浦、平川
3館で定期的に開催している。

・市民の特技や知識を活かした新たな図書館ボランティア
として、平成28年度から２９年度にかけて、映画会ボラン
ティアの養成を開始した。

・平成28年度の名画鑑賞会、子ども映画会は75回の開催
で、参加者総数は3,345名。活動したボランティアは延べ
69名。

・現在の登録者数は12名。月１回、定例会という形で集ま
り、上映プログラムの選定を行うほか、映画会当日の運営
も行なっている。

21



映画好きな人図書館に集まれ！

映画会ボランティアの募集

毎月の定例会

22



映画会ボランティアの活動

ポス ー・解説の作成講習 機器操作の講習

23



映画会当日の活動

会場の受付 上映後に感想を話し合う

シネマトーク

24



映画会ボランティアの養成

平成２８年度

• 第１回「図書館ボランティアとは」

• 第２回「図書館ボランティアによる実践活動報告」

• 第３回「名画鑑賞会の企画・運営について」

平成２９年度

・養成講座ではなく説明会形式で募集を行い、活動内容や、
上映に際して必要な著作権問題などについて職員が説明を行
なった。

・研修の一環として、他市の映画会ボランティアを招いて、
事例発表会を開催する予定。

25



映画会ボランティアの成果と課題

【成果】
・映画会ボランティアが運営に携わることで、市民の意見
を反映させた上映プログラムの選定が行われ、上映後に感
想を話し合う「シネマトーク」も充実してきた。
・図書館運営への市民参加を進めることで、ボランティア
にとってもボランティア相互や映画会参加者との交流など
励みになっている。

【課題・対策】
・視聴覚資料の活用についての知識、著作権についての認
識は、上映会を行う上で必要である。
→定例会の活動の中で研修の機会をつくっていく。
・職員がボランティアの自主的な活動をサポートすること
で、映画会ボランティアの活動を定着させていく。

26



⑤かみのおはなやさん

個人の特技を活かした独自の活動

色紙で作った花のプレゼン
ト、紙花教室の実施

27



⑥対面朗読ボランティア

・目の不自由な市民に対して、
本を代読するサービス。毎年
市の広報等を通じてＰＲして
いるが、現在利用の実績はな
い。

・その他の障がい者サービス
としては、職員が依頼に応じ
て本や朗読ＣＤなどを届ける
「宅配サービス」を行なって
おり、平成２８年度は80回、
388点を貸出した。

対面朗読室

28



①市民の知識・特技を活かしたボランティアと
して、映画会ボランティアに続き、資料展示ボ
ランティアを募集する。

②おはなし会ボランティア養成講座の初級編
（絵本の読み聞かせ）修了者に、絵本の読み聞
かせボランティアとして活動してもらう。

29

図書館ボランティア養成の
取り組み（平成30年度～案）



【新規①】資料展示ボランティア

・図書館の重点施策の１つ「図書館運営への市民参加の
推進」の一環として、市民の知識・特技を活かした読書
普及事業を展開するため、映画会ボランティアに続き、
平成３０年度からは「資料展示ボランティア」を募集・
養成する。

30

・現在、中央図書館ラウ
ンジの展示コーナーで、
図書館の所蔵資料などを
活用し、読書への興味を
高めるテーマ展示を行
なっている。（年６回
２か月ごとの入れ替え）



【新規②】読み聞かせボランティア

31

【おはなし会の現状】

・現在、図書館内で行なっているおはなし会は、子ど
もが一人で素話（昔話の語り）を楽しめる年齢として、
４歳以上を対象とする「おはなし会」が中心である。

・子どもが２歳になる前に職場復帰をする保護者が多
くなってきているため、参加者は横ばい若しくは減少
傾向にある。

・一方、０歳からの乳幼児を対象とした「わらべうた
であそぼう」については参加者が多い。



【今後の方向性】

・乳幼児期からの読み聞かせ事業を充実させる
ため、現在は２～３歳児と保護者を対象に、中
央図書館、長浦おかのうえ図書館において、20
分程度の時間で開催している「えほんのへや」
を、対象年齢を0歳児から、時間を１時間に拡
大して、「すきすき絵本 イム」として開催す
る。

・このため、新たに「絵本の読み聞かせボラン
ティア」を養成する。おはなし会ボランティア
養成講座の初級編で学んだ絵本の知識と読み聞
かせの技術を生かし、初級編修了者に活動して
もらう。
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【期待できる効果】
・ボランティア活動に意欲のある市民にとって選択
の幅が広がる。
・素話のできる「おはなし会ボランティア」と一緒
に活動することで、おはなし会ボランティアの負担
軽減が期待できる。
・個別に絵本の読み聞かせを行うことで、子どもの
年齢にあわせた読み聞かせを行うことができる。
・開催時間を拡大し、時間内は出入り自由とするこ
とで、子育て中の親子でも参加しやすくなる。

【予想される課題】
・ボランティアが一定数確保できない場合は、２館
での開催は困難である。
・「えほんのへや」からの移行に際しては、現在の
参加者へのフォローが必要である。
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（参考資料）
館内の定例おはなし会１回当たりの平均参加者数

事業名/年度 H26 H27 H28 H29
（上半期）

対象 開催日

おはなし会 5.4人 5.7人 6.1人 4.3人 ４歳から 土曜日

えほんのへや 6.6人 4.9人 6.0人 4.2人 ２歳から 平日

わらべうたで
あそぼう

15.4人 12.1人 16.4人 31.0人 ０歳から 土曜日

（参考）
子ども館での
出張おはなし会

17.7人 13.2人 17.6人 29.5人 ０歳から 平日
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報告（１）平成２９年度図書館事業の進捗状況について

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・秋のおはなし
会【平川】
（11/11）

･春休み
おはなし会
【中央】

ブックスター
ト

　通年開催
・ブックスタート
　（月1回）

著者を囲む
会

　・講師選考 ・詳細決定

文芸講座 　・講師選考 ・詳細決定

資料展示

視聴覚資料
活用事業

　通年開催
・名画鑑賞会
・子ども映画会

・シネマトーク
①（4/20）
・ボランティア
説明会（5/26）

・シネマトーク
③（12/21）

ﾄショロ月間 ・講師等決定

本・雑誌
リユース・
デー

・市内施設
事前提供

（11/30、12/1）

・本・雑誌リユー
スデー【長浦】
（12/3）

・除籍処理

障がい者
サービス

社会教育推
進員事業

・会議①
　（5/16）

・会議②
（9/19）

・会議③
（2月予定）

・おはなし会ボランティア会議
　（4/25）

・おはなし会ボランティアスキルアップ講座
（全3回　11月～1月）

・ブックスタート
ボランティア会議（10/25）

児童奉仕推
進事業

・昭和中図書委員
おすすめ本展示【中央】
（7/21～8/20）

・根形小6年生おすすめ本展示
【中央・長浦】、平川中図書委員
＆1年生おすすめ本展示【平川】

（10/14～11/12）

・袖ヶ浦高校図書委員
おすすめ本展示【中央】
（予定　11月下旬～）

・子ども読書の日記念行事
（4/1～5/28）

・ブックスタートボランティア養成講座
（全4回　5月～7月）

　通年開催
・館内おはなし会（おはなし会、えほんのへや、
　わらべうたであそぼう、すきすき絵本タイム）
・出張おはなし会

・なつやすみとしょかんで
あそぼう【長浦】（8/1）
・ちょっぴりこわい

おはなし会【中央】（8/10）

・羽田圭介講演「他者に寛容で
あるための読書」【長浦】

（12/10）

・日暮雅通「シャーロック・ホームズの魅力」
【中央】（全4回　9月～11月）

・先進地視察　柏市立子ども図
書館、我孫子市民図書館

（6/29）

・郷土博物館との連携企
画

・夏のトショロ月間
（7/21～8/20）

・秋のトショロ月間
（10/14～11/12）

・秋の名画鑑賞会
「淀川長治セレクション」
・シネマトーク②（11/8）

・夕涼み子ども映画会
【長浦】（8/5）

・真夏の夜の映画会
【中央】（8/10）

　通年実施（随時）
・宅配サービス、サピエ図書館サービス（デイジー図書提供）

　通年
・図書、雑誌除籍準備処理

・「コールデコット賞の絵本」 ・「正岡子規生誕150年」
・「藤沢周平と海坂藩
－没後20年を記念して－

・サークル会員作品展示
「短歌そでがうら」（10月）、「宇麻

具多短歌会」（11月）

・ボランティア説明会（11/30）
・「幕末志士の群像展」
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ア　平成２９年度図書館事業実施状況（４月～９月）

事業名 実施時期・回数等 参加人数 現状・課題・今後の取組 H28実績

「子ども読書の日」記念行事
（4月1日～5月28日）
①読書手帳配布　1,019人
②子ども映画会　3回・85人
③紙のお花屋さん　6回・37人

1,141人

マグネット
：190人

ふくぶくろ
：178セット

おはなし会（42回） 458人 620人

夏休みおはなし会（8回） 216人 167人

えほんのへや（11回） 46人 77人

わらべうたであそぼう（6回） 186人 111人

すきすき絵本タイム（3回） 12人 32人

なつやすみとしょかんであそぼう
（1回）

141人 158人

出張おはなし会（160回） 4,334人 4,059人

ブック
スタート ①保健センター4か月児教室

（6回）
②図書館での追加配布（10人）

238人

　ブックスタートは、今年度引
き続きブックスタートボラン
ティアを募集し、新たに9人の
ボランティアを養成したこと
で、安定した運営ができるよう
になった。

9月開始

資料展示

（3回）
①『コールデコット賞の絵本』
（4/1～5/30）
②『正岡子規生誕１５０年』
（6/1～7/27）
③『藤沢周平と海坂藩～没後２０年
を記念して』（7/29～9/28）

　「子ども読書の日」関連の展
示、正岡子規・藤沢周平など
メモリアルイヤーとなる文学者
の紹介など、時節にあった
テーマを取り上げた。
　今年度は、正岡子規記念
博物館（愛媛県）、藤沢周平
記念館（山形県）からも資料
提供を得、より充実した内容
の展示ができた。

視聴覚
資料活用
事業

名画鑑賞会
22回
（中央7回・長浦12回・平川3回)
子ども映画会
12回
（中央4回・長浦4回・平川4回)

1,546人

　昨年度に引き続き映画会ボ
ランティアを募集し、新たに4
人のボランティアを登録した。
毎月定例会を開き、職員と一
緒に上映作品の選定等の作
業を行なっている。

1,600人

夏の
トショロ
月間

（7月21日～8月20日）
わくわくドキドキものづくり、書庫探
検、理科教室、紙花教室、なつや
すみとしょかんであそぼう、各種お
はなし会、子ども映画会、スタンプ
ラリー、えほんのふくぶくろ、展示
「おしえて！きみのすきなほん」ほ
か

1,400人

　今年度は、例年実施してい
る催し・展示に加え、蔵波中
学校音楽部の演奏会（長
浦）、えほんのふくぶくろ（中
央・平川）、スタンプラリー（根
形・平岡）などの新しい取り組
みによって全体での参加者
数が増えた。

1,283人

9,718人 8,335人

　「子ども読書の日」記念行事
では、名作絵本を原作とした
子ども映画会、読書手帳の配
布などを行なったが、児童書
の貸出増には結び付かな
かった。来年度は、より貸出
につながる企画に取り組みた
い。
　館内おはなし会は、参加者
が減少傾向にあったことか
ら、今年度開催時間を変更し
たが効果がなかったため、10
月から更に開催時間を変更
した。
　今年度後半は、素話をテー
マにおはなし会ボランティア
スキルアップ講座を行う予定
である。

合　　　　　　　計

児童奉仕
推進事業
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イ 平成２９年度「夏のトショロ月間」実績報告 

 ７月２１日（金）～８月２０日（日） 参加者合計１，４００名 

参加者は、前年度１，２８３名に対して、今年度は１，４００名と１１７名増加し

ている。蔵波中学校音楽部定期演奏会での参加者１５０名、今年度から実施した「え

ほんのふくぶくろ」、公民館図書室で実施した「スタンプラリー」などの分がプラスに

なっている。定例の催しは参加人数が減少傾向にあるが、「えほんのふくぶくろ」等の

来館者を増やすための目的は達成しているように思える。また、「かみのおはなやさん」

は前年より３０名近く増えているうえ、満足度も高かった。 

反省点としては、子ども向けの講座のＰＲ方法、他のイベントとの兼ね合いで開催

時期を検討する必要があったものがある。 

 

①参加企画［会場］全館・全図書室 

回 日   時 事 業 名 内 容 参加人数 

１ 7 月 21 日（金）

～8月 20 日

（日） 

おしえて！きみのすきな本 パネルにおすすめの本

を書いて貼る。イラスト

も可 

346 名 

２ 7 月 21 日（金）

～8月 30 日

（水） 

宿題おたすけコーナー 夏休みの宿題に役立つ

工作、調べ学習、読書感

想文についての本を集

めたコーナーを設置 

 

 

②集会事業 ［会場］中央図書館 

回 日   時 事  業  名 講   師  等 参加人数 

１ 8 月 4 日(金) 

14：00～16：00 

わくわくドキドキたのしいも

のづくり～まわしてあそぼう

～ 

森眞一 18 名 

２ 

 

8 月 8 日（火） 

14:00～15:00 

書庫探検～誕生日の出来事を

調べてみよう！～ 

 

職員 

 

12 名 

 

３ 

 

8 月 10 日（木） 

18：00～18：40 
ちょっぴりこわいおはなし会 職員 

17 名 

 

③集会事業 ［会場］長浦おかのうえ図書館 

回 日   時 事 業 名 講   師  等 参加人数 

１ 7 月 23 日（日） 

13:30～ 

蔵波中学校音楽部定期演奏

会 
蔵波中学校音楽部 

150 名 
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２ 8 月 1 日(火) 

10：30～15：00 
なつやすみとしょかんであ

そぼう（再掲） 

職員 

むかしむかしの会 

袖ケ浦高等学校生徒 

141 名 

３ 8 月 3 日（木） 

13：30～15：30 

井上博士の理科教室 

～液体窒素で遊ぼう～ 

平川公民館社会教育

推進員 井上勝 

（２回） 

43 名 

 

④集会事業 ［会場］平川図書館  

回 日   時 事 業 名 講   師  等 参加人数 

１ 7 月 30 日（日） 

12：00～15：00 

紙花教室 ボランティア 16 名 

 

⑤かみのおはなやさん ［会場］長浦おかのうえ図書館・中央図書館 

回 日   時 会   場 講   師  等 参加人数 

１ 8 月 6 日（日） 長浦おかのうえ図書館 ボランティア 21 名 

２ 8 月 20 日（日） 中央図書館 ボランティア 25 名 

 

⑥図書館へ行こう！スタンプラリー ［会場］根形図書室・平岡図書室 

回 日   時 内  容 参加人数 

１ 7 月 21 日（金）

～8月 20 日（日） 
来館すると１日１回トショロスタンプが押せる台紙

を配布し、スタンプがたまるとプレゼントがもらえる 

根形 42 名 

平岡 12 名 

計 54 名 

 

⑦子ども映画会（再掲） ［会場］中央図書館・長浦おかのうえ図書館・平川図書館 

回 上映日 会  場 上  映  作  品 参加人数 

１ 8 月 5 日（土） 中央図書館 すいかのたね 15 名

２ 7 月 30 日（日） 長浦おかのうえ図書館 ぼくは王さま～しゃぼん

だまとにちようび～ 

32 名

３ 8 月 5 日（土） 長浦おかのうえ図書館 ムーミン谷の彗星 26 名 

４ 7 月 21 日（金） 平川図書館 がんばれ！盲導犬サーブ 10 名 

５ 8 月 4 日（金） 平川公民館 視聴覚室 きな子 17 名 

合           計          (５回)100 名 

 

⑧おはなし会・えほんのへや・わらべうたであそぼう・すきすき絵本タイム（再掲） 

 ［会場］中央図書館・長浦おかのうえ図書館・平川図書館・公民館図書室 

会 場 期  日 事 業 名 対   象 講 師 等 参加人数 

中央図書

館 

8月 3日（木） 

11：00～ 

えほんのへや ２・３歳児 

と保護者 

ボランティ

ア、職員 

（１回） 

5 名 
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7 月 22 日(土)､ 

8 月 12 日（土） 

16：00～ 

おはなし会 ４歳から 

小学６年生 
ボランティ

ア、職員 

(２回) 

9 名 

夏休み期間の水曜

日 10：30～ 

夏休みおはなし会 
〃 

ボランティ

ア、職員 

( ５回) 

186 名 

長浦おか

のうえ図

書館 

8 月 9 日（水） 

11：00～ 

えほんのへや ２・３歳児

と保護者 

ボランティ

ア、職員 

（１回） 

8 名 

7 月 29 日（土） 

8 月 5 日（土） 

8 月 19 日（土） 

16：00～ 

おはなし会 ４歳～ 

小学６年生 ボランティ

ア、職員 

(３回) 

12 名 

夏休み期間の火曜

日 10：30～ 

夏休みおはなし会 
〃 

ボランティ

ア、職員 

(２回) 

30 名 

8 月 19 日（土） 

11：00～ 

わらべうたで 

あそぼう 

０歳からの

乳幼児と保

護者 

ボランティ

ア 

（１回） 

53 名 

合           計         (15 回)303 名 

 

⑨展示等 ［会場］中央図書館・長浦おかのうえ図書館 

回 日 時 会 場 事 業 名 講師等 点数 

１ 7 月 21 日（金）

～8月 20 日（日） 

中央図書館 

児童室 

昭和中学校図書委

員おすすめ本展示 

昭和中学校

図書委員 

12 点 

（12 名） 

２ 8 月 1 日（火）

～15 日（火） 

長浦おかのうえ

図書館市民ギャ

ラリー 

蔵波中学校美術部

作品展示 

蔵波中学校

美術部 

44 点 

（19 名） 

 

⑩貸出 ［会場］中央図書館・平川図書館 

回 日   時 事  業  名 内  容 貸出数 

１ 7 月 21 日（金）～

8月 20 日（日） 

えほんのふくぶ

くろ 
テーマを書いた紙袋に入

れた本を中身を見ずに借

りてもらう 

中央 100 袋貸出 

平川 23 袋貸出 

計 123 袋貸出 

（ 369 冊貸出） 

 


