
図書館はみんなのともだち（団体編） 
 

図書館では、町内各施設・団体を対象に様々なサービスを行っています。 

多くの子ども達に読書の喜びを伝えられるよう活動の幅を広げていますので、是非ご活用ください。 

申込み・ご相談等は、電話やご来館にて承っております。 
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こんなときは… 
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開館日 

①開館時間 

●本館 

火曜日～金曜日         午前９時～午後７時 

土曜日、日曜日、祝日     午前９時～午後５時 

●国府分館 

火曜日～日曜日、祝日   午前９時３０分～午後５時 

 

②休館日 

①月曜日（祝日の場合開館し、その翌日以後の最初の休日でない日） 

②第 1木曜日《館内整理日》（1月は 4日、祝日の場合その翌日以後の最初の休日でない木曜日） 

③4月中において 10日以内《蔵書点検》 

④年末・年始（12月 29日～1月 3日） 

 

各種貸出 

①団体貸出 

◎団体貸出とは？ 町内にある施設や団体などに、本や紙芝居などを貸し出しています。 

         個人貸出とは貸出数等の違いがあります。 

 

登録方法：館外利用登録カード（団体用）に本館・国府分館カウンターにて記入してください。  

※本館・国府分館両方とも利用可能 

学校や学年など、任意の単位で申請してください。 

期  間：１か月 ※延長は不可 

点  数：１００点以内 ※視聴覚資料や紙芝居も含む 

選書方法：①各施設や団体のメンバーが来館もしくは予約（下記参照）で本を選ぶ。 

②図書館の職員がテーマ等に合わせて選ぶ。 

  ※３日前までにお知らせください。 

テーマは季節や年齢、授業の関連資料などご希望に沿って対応いたします。 

 



予  約：電話にて希望の本を伝えていただくと、本の予約取り置きができます。 

       本がご用意できた際は、電話にてご連絡します。 

借受方法：１．宅配－電話にて日程調整後、貸出処理をして各施設にお届けします。 

２．来館－カウンターにて利用券（団体用）を見せていただき、 

その場で貸出処理をします。 

返却方法：１．宅配－電話にて日程調整後、各施設にお伺いします。 

２．来館－本館・国府分館どちらでも返却できます。 

管  理：資料を壊してしまった場合は、補修せずにそのまま図書館にお申し出ください。 

       場合によっては、弁償していただくこともあります。 

 

 

②児童奉仕用品貸出 

一般利用者に貸し出していない備品等の貸出を行います。各種タイトルや用品の詳細なリストは、別途

ご用意していますので、本館・国府分館のカウンターにてお声掛けください。 

 

登録方法：「使用団体登録申請書」を本館・国府分館カウンターにてご記入ください。 

後日、「使用団体登録カード」を発行します。 

申請方法：使用月の２か月前から使用日の前日までに来館し、「登録カード」を提示して「使用予定

表」を確認の上「児童奉仕用品使用申請書」を記入・申請（予約）し、「児童奉仕用品使

用申請書（控）」をお受取ください。 

本館・国府分館どちらでも貸出可能ですが、本館貸出可能用品の分館での貸出を希望する

際は使用日の３日前までに申請してください。 

借受方法：カウンターにて「登録カード」と「児童奉仕用品申請書（控）」を提示後、貸し出しま

す。 

期  間：最大１か月  

返却方法：「児童奉仕用品」と「児童奉仕用品申請書（控）」を図書館にお持ちください。 

本館・国府分館どちらでも返却できます。 

管  理：資料を壊してしまった場合は、補修せずにそのまま図書館にお申し出ください。 

       場合によっては、弁償していただくこともあります。 



 

貸出可能用品： 

１．大型絵本・大型紙芝居 

通常の絵本や紙芝居よりも、大きなサイズの絵本や紙芝居です。現在、本館書庫に保管していますの

で、内容等を確認したいときはカウンターにてお声掛けください。 

       ↑大型絵本                   ↑大型紙芝居 

２．ペープサート・パネルシアター 

◎ペープサートとは？  表と裏で別の絵を描いた紙に棒をつけた 

ものを動かして演じます。紙の裏表を返す 

ことによって動作を表現します。 

 

◎パネルシアターとは？ パネル布を貼った舞台に絵や文字（ピース）を貼ったり外したりして展開す

る、おはなし、歌あそび、ゲームをはじめとする表現方法。 

↑パネルシアター        ↑パネルシアターのピース     ↑ホワイトパネル 

３．各種用品 

↓
ペ
ー
プ
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紙芝居舞台、人形劇舞台一式、パネルスタンド等の各種上演に必要な用品です。 

読書案内 

図書館では、皆様に本館・国府分館に来館していただいて実施する催しや図書館職員が各施設に出張

して実施する催しがあります。どちらもお電話・来館にてお問い合わせください。 

出張で行う場合は、図書館職員が必要な備品を各施設に持ち込みますので、場所のご用意をお願いいた

します。また、催しの内容に関しては、すべて図書館にお任せいただくこともできますが、テーマの希望

にお答えすることもできます。 

テーマ（例）：季節、職業体験、授業内容、遠足の事前学習等 

 

① おはなし会 

おはなし、絵本、紙芝居等を実演します。 

 

対 象：特になし 

ティーンズや大人向けのおはなし会も行うことができます。 

人 数：１回につき、１クラスまで 

時 間：１回につき、15分～１時間 

連絡期限：１週間前まで 

 

② ブックトーク 
◎ブックトークとは？ テーマを決め、何冊かのさまざまなジャンルの本をテーマに関連付けながら 

紹介し、本への興味を喚起すること。図書館所蔵の本を紹介し、その後各 

施設に対象の本を団体貸出することも可能です。 

 

対  象：小学生以上 

人  数：クラス単位 

時  間：25分～１時間 

連絡期限：おおよそ１か月前まで 

形  式：出張・来館どちらでも 

ご希望のテーマや本がありましたら、ご相談ください。 

 

↓
パ
ネ
ル
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③ ブックリスト 
おすすめの本を記載したリストを本館・国府分館にて配布しています。読書の参考にしてください。 

☆夏休み・冬休みすいせん図書 

対 象：小学生（１・２年生、３・４年生、５・６年生）、中学生 

発 行：年２回 

内 容：季節に合わせた本を中心にしたおすすめの本リスト 

夏休み・冬休み期間中は図書館にて特集展示を行いま

す。 

 

☆よんでみよう 50 さつのほん 

対 象：２～５歳 

発 行：年１回 時期未定 

内 容：幅広く様々なジャンルを選書した絵本のリストです。年間を 

通して、本館はいそちゃん広場近くの書架、国府分館では児

童  

新着コーナーの隣に展示しています。 

☆ステップブック 

対 象：小学校 新１年生 

発 行：年 1回 ４月 

内 容：絵本から童話への過渡期にぴったりな本のリストです。毎年４月に学

校 

  を通して、読んだ本を記録できる読書通帳と併せて、新一年生に配布

し 

ています。また、４月から５月にかけて特集展示を行います。 

☆読書スタンプラリー 

対 象：小学生（１・２年生、３・４年生、５・６年生）、中学生 

期 間：毎年４月 23日～３月 31日 

内 容：図書館が推薦する本を読み、カードにスタンプを押します。カードの枚数に応じて、プレゼン

ト 

を渡しています。読書週間を身に付けてもらうため、年間を通して実施しています。詳細は本

館・ 

国府分館のカウンターもしくは館内スタンプラリーチラシをご確認ください。スタンプラリー 

対象の本は、年間を通して本館は入り口右手、国府分館では児童新着コーナーの近くに展示し

ています。 

 

 



④ 誰もが利用できる本 

☆ＬＬブック 

障がいのある方など、本を読むことが難しい方に向けた読みやすい工夫のされた本 

☆点字付き図書 

目が見えない人も、目が見える人も一緒に読むことができる本。絵本や迷路などがあります。 

☆大活字本 

弱視者にも読みやすいような大きな文字や行間の広い本。 

☆朗読ＣＤ 

本の内容を朗読したＣＤ。宮沢賢治や金子みすずなど童話や詩もあります。 

☆洋書（英語ほか） 

絵本や一般図書等が、原語で書かれている本 

催し物 

① 工作教室 

図書館職員による本の紹介を併せた工作教室です。図書館では「本とい

っしょの夏休み」や「冬休みも本といっしょ」、大磯小学校・国府小学校の

「放課後子ども教室」にて実施しています。 

 

対     象：特になし 

人     数：１回につき、20人程度 

時     間：15分～２時間 

（短い時間で何度も実施する／長い時間で一度実施す

る） 

連 絡 期 限：おおよそ１か月前まで 

形     式：出張・来館どちらでも 

過去の実施内容：ポップアップカードを作ろう、トリックアートの世界へよう

こそ、マジックにチャレンジ、メッセージカードを作ろう 他 

※必要な材料等は図書館で用意いたします。 

 



②おはなし会 IN図書館 

図書館ではボランティアと協働して定期的におはなし会を実施していま

す。参加されるときは事前に人数等をお知らせください。 

 

・おはなしと紙芝居（月によって日にちが変わる場合があります） 

日時 場所 内容 対象年齢 

毎週土曜日 

午前 10時～10時 40分 

大磯町立図書館本館 

おはなしのへや 
日本の昔話、外国の昔

話、絵本の読みきかせ、

紙芝居など 

４歳位～ 

小学生 第１～３土曜日 

午前 10時 30分～11時 
国府支所２階和室 

 

・３歳までのおはなし会（月によって日にちが変わる場合があります） 

日時 場所 内容 対象年齢 

毎月第２木曜日 

午前 10時 30分～11時 
国府支所２階和室 手遊び、絵本の読みきか

せ、紙芝居、パネルシア

ターなど 

０歳児～ 

保護者 毎月第３木曜日 

午前 10時 30分～11時 

大磯町立図書館本館 

おはなしのへや 

 

 

・クリスマスおはなし会 

毎年 12月にスペシャルなおはなし会を実施しています。日程等の詳細は、本館・国府分館カウンターに

てお尋ねください。 

 

 



・ぬいぐるみのおとまり会 

小学生低学年以下を対象とした、ぬいぐるみと参加するおはなし会です。

おはなし会の後ぬいぐるみを預かり、次の日にぬいぐるみの選んだ本の貸

出と写真を合わせてプレゼントしています。 

 

 

③映画会 IN 図書館 
図書館では「子ども映画会」や「ちびっこアニメ劇場」と題して、映画会を実施しています。事前の連

絡・予約無しでご参加いただけます。日時や上映作品等は図書館内チラシやホームページをご確認くださ

い。 

※図書館内のみでの実施です。但し、16ミリフィルム作品のみ、上映機材と併せて貸出ができます。 

 

☆子ども映画会 

実 施 日：年６回不定期（長期休みに合わせて） 

上 映 時 間：14時から（１時間～１時間 30分程度） 

内 容：アニメーション 

過去の上映作品：あらいぐまラスカル、トムとジェリー、ドナルドダック 他 

 

 

☆ちびっこアニメ劇場 

実 施 日：原則、毎月１回土曜日 

上 映 時 間：11時から（20分～30分程度） 

内 容：未就学児向きの短編アニメーション 

過去の上映作品：おしりたんてい、けろけろけろっぴの“大冒険”ふしぎな豆の木 他 

小学生・中学生向け事業 

①職場体験等の受け入れ 
「職業体験」「職員インタビュー」「施設見学」など、授業の受け入れを行っています。電話もしく

は来館でのご連絡の後、必ず依頼文書（様式は任意）の送付をお願いいたしま

す。 

 

②調べもの学習サポート 



遠足や職場体験などの事前学習など、教科書だけでは補えない詳

しい内容を調べるために、図書館を利用いただけます。授業に関連

する調べもの、大磯に関係がある（郷土資料）調べものなど多種多

様な学習をサポートします。該当資料をご用意しますので、事前に

ご連絡ください。 

こんなときは… 

・調べもの学習で、図書館を利用したいとき 

   ⇒団体貸出、調べもの学習サポート、郷土資料 

・読み聞かせや、読書指導をしたいとき 

   ⇒大型絵本、ペープサート、各種用品、ブックトーク、おはなし会、ブックリスト 

・催し物に参加したいとき 

   ⇒おはなし会、ブックトーク、工作教室、映画会 

その他 

・教員の引率について 

⇒基本的には必要です。 

ただし、年齢や授業の目的等によってご連絡いただければ必要はありません。 

・飲食について 

⇒職場体験等で一日を要する場合は、職員用休憩室をご利用いただけます。 

その他の場合は、一般利用者と同様に昼食スペース（利用可能時間＊11:00～14:00）を 

ご利用ください。 

 

事務担当は、大磯町教育委員会教育部 生涯学習課 図書館 

電話 0463-61-3002  FAX 0463-61-7913  MAIL tosho@town.oiso.kanagawa.jp 

  



 

 

配布先リスト 

 

大磯幼稚園 

サンキッズ大磯 

認定こども園あおばと 

サンキッズ国府 

たかとり幼稚園 

こいそ幼稚園 

国府保育園 

まきば 

もあなこびとのこや 

 

 

大磯小学校 

大磯小学校学童 

国府小学校 

国府小学校学童 

 

 

大磯中学校 

国府中学校 

 

大磯高校？？ 

 

子育て支援課 

スポーツ健康課 

学校教育 

 

あおむし（大磯幼稚園） 

あおむし（大磯小学校） 

ポレポレ（国府小学校） 

まめの木 

土曜日の各おはなし会ボランティア 

 

 

併せて 

図書館の利用案内 

おはなし会、映画会、 

を配布する 


