
 

 

  

 

２０１０年冬・春号（№１１） 

TEL＆FAX：0137-82-2822

今金町民センター図書室 

Imakane 

「第２回今金町図書振興会議について」 

 昨年１２月に開催されました振興会議の様子で

す。この会議は各幼児教育施設、各小中学校、高等

養護学校、各図書ボランティア団体、町保健福祉課、

学童保育所、社会福祉協議会、教育委員会の委員で

構成され、今金町の図書進行について、現状や課題、

改善や展望などがそれぞれの立場を通して話し合

われます。 

 今回の会議では以下の事が話し合われました。 

  話し合われたこと 

○幼児教育 

先生たちによる集団読み聞かせ、貸出し、絵本

の日の設置やボランティアによる実演等、子ど

もとおはなしの世界をつなげる活動が日常的

に実践されています。 

○各小中学校 

中学校は図書まつりへの参加や、図書委員によ

る読み聞かせ会、特別展示も行いました。小学

校は学校の図書室整備や児童による紙芝居活

動、図書だよりの発行、ブックンの活発な利用

を実施しています。またそれぞれ学校独自の朝

読書も行われています。 

○各ボランティア団体 

読み聞かせの楽しさを広く地域に発信するこ 

とや図書室の整備、図書室企画への協力な

ど、自らの喜びと共に活動を続けています。

○学童保育所 

子どもたちによる図書まつりへの参加や日

常的な読書環境の整備、ブックンの活用等を

行っています。 

○行 政 

２２年度はブックスタート事業のフォローア

ップとして、５歳児までの検診時に司書やボ

ランティアと共に絵本相談や紹介、読み聞か

せについてのコーナーを計画しています。 

社会福祉協議会では、せせらぎ等で大型紙芝

居を職員が実演しています。 

ブックンは町内すべての子どもたちに本が

届けられるよう地域巡回を行っております。

また町のイベント等にも参加しています。 

○高等養護学校 

今回の会議は欠席でしたが、授業の一環で町

の公共機関を利用するという目的で、図書室

を利用しました。貸し出された本の読書感想

文も書いています。 

 このように第１回振興会議で話し合われたこ

とを共有しながら、その改善や展望にむけ行動を

起こしながら、図書環境の充実を図っています。

 読み聞かせグループによる出し物です。何が飛び出すかな？ 

懐かしい歌もあるので親子で聞きましょう。 

日 時：４月２４日（土） １３：３０～１４：３０ 

  場 所：町民センター 談話室 

  対 象：３歳～小学生 他 

  内 容：工夫を凝らしたお話の世界、童謡・唱歌を楽しむ 

わいわい・がやがやと絵本の楽しさに触れてみませんか？ 

   日 時：５月１日（土）  １０：３０～１１：３０ 

   場 所：町民センター 談話室 

   対 象：０～３歳、出産を控えた方 他 

   内 容：親子で楽しむ手遊びとお話し 他 

「絵本と一緒に♪」～赤ちゃんと楽しむとっておきの時間～ 

「おたのしみおはなし会♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いいおかお」  松谷みよこ 作  

童心社 １９８６年版 
 

        いいおかおってどんな顔？ 

        ねこさんの、いぬさんの、 

        ぞうさんのいいおかおは？ 

        歌うような文章が気持ちい 

い松谷みよ子さんの赤ちゃ 

ん絵本です。 

「ノンタンおしっこしーしー」  

キヨノ サチコ 作 偕成社 １９８７年版 
 

 しーしーしー何の音？ 

赤ちゃんぶたさんはお 

むつでしーしー。くま 

さんとうさぎさんはト 

イレでしーしー。 

あれ、ノンタンは？ 

おはなし会 
図書室では毎月１回（第４土曜日）、定期的におはなし会を開いて

います。 

話し手にはマザーズぽけっとさん（読み聞かせグループ）や学校の

若い先生たち。同時に行っている忠おじさん（図書ボランティアハロ

ーブック）のハーモニカ演奏も楽しみのひとつです。 

新年度も実施しますので、是非来てくださいね！  

 手芸教室 
図書室の本を使って手芸を楽しもうというこ

とで、岸千栄子さん（個人）の協力で奇数月の第

１土曜日に教室を開いていただきました。 

 毎回大好評で集まる人たちの中では素敵なネ

ットワークが広がっているようです。              

 昨年６月から始まった今金町民センター図書室と八雲図書館との「本のふれあい便」事業も現在、

有意義に利用されています。 

利用状況をお知らせします。（２月末現在） 

◆新規登録者    今金町  ６１人・せたな町   ９人        合計 ７０人 

◆利用者延べ人数  今金町 ２２２人・せたな町  １７人・八雲町 ３人 合計２４２人 

◆貸出し冊数    今金町 ８４１冊・せたな町 １２６冊・八雲町 ９冊 合計９７６冊 

～いつでも・どこでも・だれでもが 本と出会えることを願っています。 

こんなの 

作りました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔絵本を楽しもう〕 
 絵本を大人の声や手を使って読むことで、子どもを受け止める幸せで豊かな時間を作ってくれま

す。お子さんと一緒に扉の向こうに旅をしてみましょう。 

《絵本の選び方》…あくまでも参考です。 

       ・紹介本はその年齢の子どもに十分分かるもので、面白いものであること。 

       ・身近な事柄から少しずつ世界を広げてくれるような内容のもの。 

       ・そのお話の世界を伝えるのにふさわしい絵や、選び抜かれた言葉であること。 

    ・紹介した本を軸に、子供の好みや個性に応じ、心に残る本を増やしてほしい。 

  ・子どもたちに読み継がれている本からの紹介を参考にする。 

【０～1歳（はじめての絵本）】～赤ちゃんは語りかけてもらうのが大好き！ 

「くだもの」 平山和子（福音館書店） 「おつきさまこんばんは 」林明子（福音館書店） 

「いないいないばあ」 松谷みよ子（童心社） 「どうぶつのおやこ」 薮内正幸（福音館書店） 

【１～２歳（お話のはじまり）】～本のページをめくると、物語が始まることを知ります！ 

「もこ もこもこ」 谷川俊太郎（福音館書店） 「きんぎょがにげた」 五味太朗（福音館書店） 

「ぞうくんのさんぽ」 なかのひろたか（福音館書店） 

【２～３歳（音の響きや物語に耳を傍立てる）】～気に入った言葉を次々真似て遊びます！ 

 「うさこちゃんとどうぶつえん」 ディック･ブルーナ（福音館書店） 

 「おやすみなさいのほん」 マーガレット･ワイズ･ブラウン（福音館書店） 

【３～４歳（お話にもぐりこむ）】～主人公になりきって、物語の世界にとけこみます！ 

 「ぐりとぐら」 中川李枝子（福音館書店） 「おだんごぱん」 ロシア民謡（福音館書店） 

 「ぐるんぱのようちえん」 西田みなみ（福音館書店） 

【４～５歳（レパートリーを広げる）】～好奇心旺盛で本選びの幅もぐんと広がります！ 

 「はるにれ」 姉崎一馬（福音館書店） 「ひとまねこざる」 Ｈ･Ａ･レイ（岩波書店） 

 「ぶたぶたくんのおかいもの」 土方久功（福音館書店） 

【５～６歳（物語を深く心に受け止める）】～もう一人前の読書家です！ 

 「スーホの白い馬」 モンゴル民謡（福音館書店） 「ねむりひえ」 グリム童話（福音館書店） 

 「かいじゅうのいるところ」 モーリス･センダック（冨山房） 

【参考図書】 「絵本はともだち」 中村柾子（福音館書店） 

       「赤ちゃん絵本ノート」 田中尚人・あべみちこ監修（中央公論新社） 

～赤ちゃんと過ごす優しく大切なひとときを～ 

母乳やミルクでおなかが満たされるように、

言葉の獲得はお母さん、お父さんが語りかける

生の声を聞きながらはぐくまれていきます。み

なさんは、「おはよう」から「おやすみ」まで、

どんな言葉がけをしていますか？ 

言葉がけのヒントになるのが優れた遊び歌

絵本やわらべ歌です。例えば「おでことおでこ

がこっつんこ」「ちょちちょちあわわ、おつむ

てんてん･･･」「だるまさん、だるまさん、にら

めっこしましょ･･･」など、磨きあげられた言

葉が、美しい絵とともに宝石のように輝いてい

ます 

 

 赤ちゃんのおむつ交換の時などに、両足をさ

すってあげながら、歌ってみてください。意味

はわからなくても、赤ちゃんのうれしそうな笑

顔が必ず返ってきます。もう３０年も前、私も

娘の足をさすりながら歌いました。 

 こうして赤ちゃんは愛されながら、母なる言

葉「母国語」を獲得していくのです。 

（３月２日掲載北海道新聞より抜粋） 
ちいさなえほんや ひだまり代表 青田正徳 

 

青田さんは第６回いまかね図書まつりに講

師として、楽しいお話をしていただきました。 



 

 

 

 

 

 

≪≪≪いいいつつつでででももも・・・どどどこここでででももも・・・誰誰誰でででもももががが本本本ととと出出出会会会ううう≫≫≫   

 

 

 

 

４ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

５ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

６ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 ブックン、今金町を飛び出す！！ 

新着本のご案内は広報誌「いまかね」で紹介しております。 

去る、平成２１年１１月３０日に瀬棚区に

おいて、小学校の読書週間にあわせ「移動図

書教室」を実施しました。（せたな町教育委員

会瀬棚教育事務所からの依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃、今金町内の子どもたちに本を届けて

るブックンですが、初めて地域の垣根を越え、

島歌小学校、馬場川小学校を訪れました。子

どもたちはたくさんの本に目を輝かせていま

した。 

今金町民センター図書室利用案内 
●開館日  ◆水・木・金曜日   １３：００～１７：００ 

◆土・日曜日      ９：００～１７：００ 

（但し、１２：００～１３：００は閉館しています） 
 

●休館日  ◇月・火曜日（祝日の場合でも休館しております） 
 

※火～日曜日の図書室閉館時の本返却については 

１階事務室でも受け付けております。 

移動図書館車は道立図書館からの譲渡当初

から広域的な活用を視野に入れており、希望

があれば、今後も派遣を検討しています。 

 

子どもはどこで育っていても未来

ある存在。図書館車がみんなのた

めに役立つ事はうれしい事です。 


