
１）読み聞かせおはなし会の開催（定期活動）

学校名・依頼先 依頼内容 対　象 日　程 場　所

猪川小学校 ひるっこお話会 希望者（全校） 月2回水曜日昼休み 音楽室

盛小学校 朝学習お話会 各学年毎(各1ｸﾗｽ） 月1～2回月か木曜日 各教室

吉浜小学校 朝学習お話会 低学年(各1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 2年教室

中学年(各1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 4年教室

高学年(各1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 6年教室

越喜来小学校 放課後お話会 1年(1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 教室

2年(1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 教室

3年(1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 教室

4年(1ｸﾗｽ） 月1回月曜日 教室

大船渡小学校 朝学習お話会 1年(1ｸﾗｽ） 年5回金曜日 多目的ﾎｰﾙ

2年(1ｸﾗｽ） 年5回金曜日 多目的ﾎｰﾙ

3年(1ｸﾗｽ） 年5回金曜日 多目的ﾎｰﾙ

4年(2ｸﾗｽ） 年5回金曜日 ｳﾐﾈｺﾙｰﾑ

5年(2ｸﾗｽ） 年5回金曜日 ｳﾐﾈｺﾙｰﾑ

6年(2ｸﾗｽ） 年5回金曜日 ｳﾐﾈｺﾙｰﾑ

末崎小学校 朝学習お話会 1年(1ｸﾗｽ）2年(1ｸﾗｽ) 月1回金曜日 各教室

3年(1ｸﾗｽ）4年(1ｸﾗｽ) 各学期1回ずつ 各教室

日頃市小学校 朝学習お話会 各学年毎(1ｸﾗｽ） 月1回水曜日 各教室

吉浜中学校 朝学習お話会 全校 各学期1回ずつ 教室

釜石市立小佐野小学校 朝学習お話会 1年生(2ｸﾗｽ) 月1回金曜日 各教室

大洋学園 ひまわり組お話会 ひまわり組 月1回第2土曜日 教室

慈愛福祉学園 日中一時支援事業 通所児童 毎月第1・3水曜日 預かり室

子育て支援かりん大槌 おはなし会 未就学児童親子 月1回 活動室

子育て支援甲子釜石 おはなし会 未就学児童親子 月1回 ホール

大船渡市立図書館 おはなしパレード 子ども・一般 毎月第4土曜日 お話室

ブックスタート 7か月検診親子 2ヵ月に1回 保健介護ｾﾝﾀｰ

２）読み聞かせおはなし会の開催（イベント関係）

学校名・依頼先 依頼内容 対　象 日　程 場　所

大船渡市立図書館 お楽しみ親子劇場 子ども・一般 年1回 市民文化会館

大船渡市働く婦人の家 婦人の家祭り 一般来場者 H28は実施見送り 婦人の家

綾里小学校 読書祭り 全校各ｸﾗｽごと 11月30日 各教室

立根小学校 読書祭り 全校各ｸﾗｽごと 11月16日 各教室

末崎小学校 読書祭り 全校各ｸﾗｽごと 11月17日 各教室

越喜来小学校 読書祭り 全校 11月9日 多目的ﾎｰﾙ

猪川小学校 読書祭り 全校 11月16日 体育館

赤崎小学校 読書祭り 全校各ｸﾗｽごと 11月24日 各教室

蛸の浦小学校

社会福祉協議会 鯉のぼり子供集い 一般来場者 5月5日 福祉の里

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 一般来場者 7月3日 福祉の里

大船渡保育園 おはなし会 利用者 3月1日 大船渡保育園

３）依頼による出前おはなし会

学校名・依頼先 依頼内容 対　象 日　程 場　所

社協つどいの広場 おはなし会 未就学児童親子 4月5日 YSセンター

きっぴんきっず おはなし会 未就学児童親子 7/4  12/19  2/27 吉浜拠点ｾﾝﾀｰ

講談社お話隊 おはなし会 来場者 9月12日 リアスホール

正福寺幼稚園釜石 おはなし会 園児 9月14日 正福寺
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気仙光陵支援学校 おはなし会・工作 生徒及び父兄 9月17日 学校内

五葉キッズ学童クラブ おはなし会 利用者 9月24日 学童舎

かまめっちょの会釜石 おはなし会 来場者 10月1日 釜石栗林

図書館＋盛小学校 おはなし会 盛小2年生 12月1日 図書館

特別支援学級 おはなし会 市内特別支援学級生徒 12月6日 福祉の里

慈愛福祉学園 おはなし会 利用者 12月10日 慈愛学園

サンタが街にやってきた おはなし会 来場者 12月24日 リアスホール

４）「気仙民話を紙芝居に」

　　　真如苑いわて地域のきずな助成（2016/12/1～2017/5/15）

      紙芝居チームで主に対応（入小勝枝、吉田國子、金野孝子、泉和子）

　　　紙芝居「黄金のさんまの謎」の制作、読み聞かせ15回

　　　カルタ「気仙方言カルタ」の制作、実演3回

　　　気仙民話研修会：2017/5/6に金野良一氏を講師に開催予定

５）「絵本作家がやってきた！」

　　　いわて生協被災地支援活動助成（2017/1/1～2017/12/31）

　　　絵本作家による講演とワークショップ開催:未着手

６）「移動こども図書館」

　　　専従有償スタッフ4名（千葉明美、及川佳乃枝、前川里華、江刺由紀子）

７）「やってみっぺし読み聞かせ」

　　　赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト助成（2016/1/1～2016/12/31）

　　　読み聞かせ講座・お茶会・お話会　人材育成研修会 　おはなしサロン運営

　　　専従有償スタッフ7名(佐藤真代、中村純代、三浦麻砂美、中原咲子、廣野稲子、佐々木克江、江刺）

８）「おはなしのおくりもの」FMねまらいんでの朗読

　　　コミュニティFMラジオ放送局で朗読番組を担当

　　　　放送：月～金16:00-16:15　土日8:00-8:15・16:00-16:15

　　　　収録：毎月第2・第4火曜日14：00～15：30

　　　朗読勉強会の開催（毎月第1・第3火曜日14：00～16：00ころりん事務所にて）

　　　朗読チームで主に対応（千田芙紗子、天野京子、小笠原洋子、中原咲子）

９）「ひろがれ笑顔！つながれ元気！絵本の読み聞かせで今をかがやく！」

　　　復興庁 被災者支援総合交付金 被災者支援総合事業「心の復興」助成（2016/6/1～2017/3/31）

      ① 応急仮設住宅団地・災害公営住宅団地・地域集会所等（毎月各所1回）
　       越喜来地区4カ所、大船渡地区7カ所、末崎地区4ヵ所、赤崎地区7カ所、地域イベント参加5カ所
　　　　 利用者合計：大人818人、子ども373人　図書貸出冊数合計：739冊　無償提供本合計：1532冊
　　　② 大船渡市内全小学校12校（毎月各校1回）
　　　　 利用児童生徒数合計：13745人　図書貸出冊数合計：22380冊
　　　③ 子育て支援団体9か所（毎月各団体1～2回）
　　　　 利用保護者数合計：330人　利用子ども数合計：1627人　図書貸出冊数合計：1741冊
　　　④ 地域交流スペース「おはなしサロン」（自団体運営場所）（毎月火木土日）
　　　　 利用者数合計：大人1098人、子ども816人　図書貸出冊数合計：545冊　無償提供本合計：1156冊

　　　国庫補助の岩手県教育委員会委託事業（2016/4/1～2017/3/31）
　　　大船渡市市民活動支援事業（2016/4/1～2017/3/31）

      ① 応急仮設住宅団地　開催数：19回　参加者数合計：195人
　　　② 災害公営住宅団地　開催数：14回　参加者数合計：148人
　　　③ 地域集会所等　　　開催数：26回　参加者数合計：393人
　　　④ 福祉施設　　　　　開催数：7回　 参加者数合計：212人
　　　⑤ その他　　　　　　開催数：22回　参加者数合計：440人
　　　合計　　　　　　　　　　　　 88回　　　　　　　 1388人

　　　① 陸前高田市　　　開催数：2回　参加者数合計：117人
　　　② 住田町　　　　　開催数：4回　参加者数合計：159人
　　　③ 釜石市　　　　　開催数：2回　参加者数合計：64人
　　　合計　　　　　　　　　　　 8回　　　　　　　　640人
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10）勉強会及び定例会

　　　日時：毎月第1・第3土曜日　9:30～11:30

　　　場所：おはなしころりん事務所

　　　内容：実践活動に向けての練習、打ち合わせ、勉強会、自主研修会など

他団体との協働による事業

東南アジアの子どもたちに絵本を贈ろう（伊藤忠記念財団・シャンティ国際ボランティア会）

　　　社会的に立場の弱いカンボジアの子どもたちに日本の絵本200冊をおくるボランティア活動

　　　開催場所：吉浜中学校、赤崎中学校、盛小学校、大船渡北小学校、日頃市小学校

　　　　　　　　大船渡高校、大船渡東高校、越喜来中学校、おはなしサロン　以上9か所

　　　参加人数：225人

講演 等

     5月2日　  相模原ひらかたFMラジオ出演

　　　5月17日　 国連ウィメン　ジェンダーと防災に関するアジア太平洋地域会議（ベトナム）

　　　6月16日　 こそだてシップ　スタッフ研修会

　　　7月27日　 大船渡市教育委員会中央公民館　探検大船渡おはなし探し講座

　　　9月6日　  FMねまらいんラジオ出演

　　　10月17日  陸前高田市乳幼児学級講座（陸前高田市）

　　　11月11日  大船渡市家庭教育学級　日頃市小学校および中学校　　

　　　11月16日  大船渡ロータリークラブ　

　　　12月7日　 日清製粉クレイアート講習会（釜石市）

　　　2月25日   吉浜大野地域公民館　

　　　読書ボランティア団体ネットワーク構築事業（大船渡・陸前高田・住田・釜石・大槌）
　　　　2017/3/4　研修及び交流会開催　参加者数合計：42人　講師：宮地敏子氏

4


