
＜平成２８年度宮崎市立佐土原図書館要覧＞より抜粋 

１４ 平成２７年度事業実績  

 

２ 図書館利用促進事業実績 

(1）企画展示                            ○年度当初企画展示●追加展示  

月 展    示    内    容 

４月 ○朗読 CD をご存じですか？○2015 年本屋大賞○おすすめえほん<はる>○子どもの本の禁帯出

本ご紹介○賞を受賞した絵本●追悼 船戸与一氏（4/22）●紫綬褒章受章 浅田次郎氏の作品展 

5月 ○母の日○ラブレターの日（5/23）○「佐土原図書館読み聞かせ絵本リスト」完成展示＆リスト

配布●哀悼 長田弘氏（5/3）○お茶でひといき○こどもの日○知られざる鳥の世界～愛鳥週間～

●真梨幸子さんデビュー10周年展（宮崎県出身のミステリー作家）○五月病●郷土が誇る篆刻師 

師村妙石氏●新鮮組おすすめ本手づくり POP○一行惚れ本展●世界禁煙デー＆禁煙週間（5/31

～6/6）●追悼 車谷長吉氏（5/17）●全仏オープンテニス 2015 

6月 ●6月 16日は和菓子の日●歯の衛生週間（6/4～6/10）○父の日●果物の加工と楽しみ方○雨も、

また楽し！○桜桃忌（6/19）●部活動小説●ケイト・グリーナウェイ賞歴代受賞作品●基本をお

さえてすてきなラッピング○課題図書展示（第 61回青少年感想文・第 59 回西日本読書感想画・

宮崎県小学生読書感想文コンクール）●輝く女性たちの生き方○佐土原図書館利用者が選ぶ第

153回芥川賞・直木賞受賞作品は！？＆芥川賞・直木賞を逃した作品展○七夕 

7月 ○夏休みのごはん＆スイーツ＆暑さ対策●親子で昆虫博士●今年の梅雨、ひどくないですか？●

琳派 400年●夏休みにこんな本はどうでしょう（学年別おすすめ本）●宮西達也さんの本集めま

した！●夏だからこそやりたい工作・実験○調べ学習たすけます！展示＆冊子配布○芥川賞・直

木賞●みんなで出かけよう！●祝還暦！広辞苑●おばけ 

8月 ●8月 9日はムーミンの日●高校野球 100年○こわ～い話○戦後 70年●追悼 阿川弘之氏（8/3） 

○生物多様性の本棚●世界名作劇場 40 周年●本で旅する埼玉●芸能人×小説●ターシャ・テュ

ーダー生誕 100年 

9月 ●心動く！ノンフィクション絵本○牧水忌（9/17）●短歌を作ってみましょう○9 月 1 日は防災

の日●十五夜●賢治忌（9/21）●読書の秋～秋の夜長に一冊～●どんな仕事があるの？●空の日

（9/20）○おじいちゃんおばあちゃんいつもありがとう（敬老の日）○おいしいたべもの召し上

がれ（食欲の秋）●カラダもココロもリフレッシュしましょう！！●八雲忌（9/26）●糸瓜忌（正

岡子規）（9/19） 

10月 ●あなたの秋はどんな色？●音楽小説への調べ○ハロウィンだよ！！●秋の夜長なにか始めて

みませんか？●子どもも大好き鉄道の本・鉄道の日（10/14）●大人向け上映会関連本展示～綾

小路きみまろ展○一行惚れ本展○ノーベル賞展●秋の昼下がり朗読会関連本・おすすめ本○各国

の文学賞読んでみませんか○字のない絵本の世界●耳で楽しむ朗読ＣＤ展 

11月 ●追悼 舟崎克彦氏（10/15）●追悼 佐木隆三氏（10/31）●追悼 宇江佐真理氏（11/7）○家

族の日（11/15）家族の週間（11/8～21）展○世界トイレの日（11/19）関連～トイレがあるのは

あたりまえ？！展●七五三○おふろだ～いすき！●みのりの時期にかんぱい●晩秋を楽しもう

○勤労感謝の日（11/23）●同じタイトルの本●郷土の歌人・歌集～伊藤香一彦氏第 38回現代短

歌大賞受賞記念 

12月 ○つなぐタスキ！駅伝の魅力○年賀状作成におすすめの本●追悼 野坂昭如氏（12/9）●冬休み

のすごしかた●祝 世界農業遺産認定 高千穂郷・椎葉山地域●星空に関するおすすめの本（星空

教室の募集と合わせて）●季刊俳誌「舳」のあゆみ（2015年 12月№134号をもって終刊となっ

た為）●冬の健康維持●2016 年大河ドラマ真田丸●申（さる）で初笑い○クリスマス○おせち

料理作ってみようよ○さあ、みんなで大掃除をしよう！ 

1月 ●夜の静けさと楽しさ○春の七草○第 154回芥川賞・直木賞候補者作品○佐土原図書館利用者が

選ぶ第 154回芥川賞・直木賞受賞作品は？（パネル掲示、投票箱設置）●新しいことを始めよう

●ＭＯＥ絵本屋さん大賞 2015 受賞作品●ひと息つきませんか？●テレビ放送記念日○節分●

兎！うさぎ！ウサギ！（2015 年はアリス 150 周年、めがねうさぎ 40 周年、ミッフィー生誕 60

年でした）○あったか料理○第 154回芥川賞・直木賞決定○ボランティア週間 

2月 ○バレンタインデー○ひなまつり●おんがくの本（キラキラえほんコンサート告知）●風邪にま



けるな！●追悼 井上洋介氏（2/3）●ねこの日●2016 年は閏年●雨水～春はほらすぐそこに！

●禁帯出本展（新着本で禁帯本のお披露目）●朗読 CD「改訂版わたしたちの郷土 佐土原の歴

史と文化財」紹介展●追悼 津島佑子氏（2/18）●追悼 ウンベルト・エーコ氏（2/19）●第 26

回宮日出版文化賞 

3月 ○絵本が伝える東日本大震災○5年目の 3.11～震災の記憶・防災への意識～●自分の身は自分で

守る●3 月 8 日はみつばちの日●3 月 12 日は財布の日○新生活応援します！●追悼 多湖輝氏

（3/6）●アニメのせかい（宮崎市で「おそ松さん」との関連イベントが行なわれた為）●追悼 夏

樹静子氏（3/19）●旅を読もう！●楽しく気軽にいきいき脳トレーニング 

※企画展示とは別に月替わりで司書おすすめの本紹介を展示 

 

 

 

 

(8) 学校との連携事業 

⑥職場研修生の受入 

学 校 名 人 数（人） 実施期間 備 考 

日南学園高等学校 1 6月 8日（月）～12日（金） 3年生 

佐土原中学校 3 6月 24日（水）～26日（金） 2年生 

住吉中学校 2 7月 8日（水）～10日（金） 2年生 

佐土原高等学校 3 10月 28日（水）～29日（木） 2年生 

広瀬中学校 3 11月 11日（水）～13日（金） 2年生 

久峰中学校 3 11月 25日（水）～27日（金） 2年生 

計 15          

※職場体験研修生による手作りポップ付き本の紹介展示あり 

 

 

 

 



＜平成２７年度宮崎市立佐土原図書館要覧＞より抜粋 

14 平成 26年度事業実績  

 

２ 図書館利用促進事業実績 

(1）企画展示 

月 展    示    内    容 

４月 ○部活小説を読もう！○消費税増税関連（節約術等）○宝塚歌劇団 100 周年！〇児童書 POP 付

き展示○児童書の各賞本紹介（日本絵本大賞、コールデコット賞など）○児童書禁帯出本展示 

●朗読 CDご存知ですか？●島津入城 410年記念・武者行列のもよう写真展＆関連本展示●夏目

漱石「こころ」新聞連載 100年●本屋大賞●岩切倉一さんの作品展（図書館利用者） 

5月 ○子どもの日〇母の日○5 月病の本○一般書禁帯出本展示〇南総里見八犬伝刊行二百年○日記を

読む（934年土佐日記完成）●字のない絵本展●ラブレターの日関連展示●「14歳の世渡り術」

シリーズ「15歳の寺子屋」シリーズ展示●追悼 渡辺淳一氏●お茶でひといき 

6月 〇ワールドカップを楽しもう！！○父の日〇七夕○第一次世界大戦から 100年●課題図書展示 

●雨の日を楽しもう！●雨の日は家の中で体を動かしましょう！●お中元・おつきあい 

●追悼 ダニエル・キイス氏●追悼 古田 足日氏 

7月 ○芥川賞、直木賞受賞作、関連本展（受賞作品大予想！芥川賞、直木賞候補発表からどの作品が

受賞するか投票。）○夏祭り紹介○子ども新聞、学習雑誌の展示（調べ学習などでの活用、大人

の新聞との対比など）〇自由研究たすけます！（テーマ決め、まとめ方＆工作本展示）●暑い夏

を食で乗り切る！！レシピ本特集●レジャー●乱歩忌（7/28）●夏がきたよ！今年の夏はキャン

プへ行こう●お天気あれこれ●めざせ！甲子園！●和服・洋服お直しの日（7/4 にちなんで）  

○藤本ともひこさんの本（公演会に向けて）●真珠まりこさんの本（公演会に向けて） 

8月 ○8月 6、9、15日は何の日？○こわい話○節電、節約の工夫・夏バージョン○1884年 8月はじ

めての天気予報○世界の料理紹介～ランタンナイトにあわせて＆スイス国交樹立 150年、スペイ

ン交流400周年●手紙の絵本●忍者本●生物多様性の本箱展示●作家の素顔●なんとなく青い本 

●８月９日はムーミンの日トーベ・ヤンソン生誕 100年 

9月 ○防災の日（9/1）（危機管理室との連携展示）○おじいちゃんおばあちゃんとの絆（敬老の日） 

○牧水忌（9/17）○秋の味覚でお料理！○運動会○オリンピックについて（東京オリンピックか

ら 50年）○小泉八雲没後 110年展●菅 邦男氏関連本展●体育の日●車検の日展（9/10にちな

んで）●宇宙の日展（9/12にちなんで）●黄色い背ラベルにも子どもが楽しめる本あります！展 

10月 ○佐土原図書館開館記念日（10/8）○ハロウィン（10/31）○「おとなにも絵本を」（93絵本より

大人絵本展）○各賞受賞作品展（過去の受賞作品もまじえて）児童文学ファンタジー大賞/ノーベ

ル文学賞/全米図書賞/イギリス推理作家協会賞）○POP 付き展示●追悼 赤瀬川原平氏●歴代の

日本ファンタジーノベル大賞（同賞２０１３年で休止）●秋の味覚大集合●ガルシア・マルケス

とラテンアメリカ文学展 

11月 ○就活、進路の本展示（92、小説、伝記、エッセイなど様々な職業の話をあつめる。）○神楽を

中心に日本の伝統芸能○手帳の使い方○家族の日（11/16 日）●大切なトイレのはなし（11/19

世界トイレの日 11/10トイレの日にちなんで）●からだもこころもぽかぽか おふろの本●11月

23日は勤労感謝の日展●「ぬいぐるみのおとまり会」告知用展示 

12月 ○節電、節約の工夫・冬バージョン○クリスマス○年末年始関連本（年賀状、おおそうじ、おせ

ち）○忘年会・新年会に役立つ本●ホシヅル忌（星新一追悼忌）●NHK 連続テレビ小説「マッ

サン」より、国際結婚展●NHK 連続テレビ小説「マッサン」より、ウイスキー展●アスリート

の言葉●追悼 香月日輪氏 

1月 ○羊のでてくる本（干支にちなんで）○大河ドラマ特集（過去～現在）○芥川賞、直木賞受賞作、

関連本展○七草○駅伝●冬の星空ウォッチング●ＭＯＥ絵本屋さん大賞 2014 受賞作品●召しま

せ！着物●追悼 宮尾登美子氏●イスラムについて●土とココロに種をまく～園芸・農業・庭仕

事のすすめ～●追悼 陳舜臣氏●かわいいだけじゃない！いきもの写真集●追悼 赤瀬川隼氏

●ランニング特集 

2月 ○節分、鬼○バレンタイン○ひなまつり（3/3）●感染症とアレルギー●話題書ぴっくあっぷ！ 

●追悼 河野多恵子氏●本で旅する新潟●のぞいてみよう！名作の世界『星の王子さま』●新鮮



組おすすめ本●たのしいおんがくかい～音楽のえほんとよみもの●蒐集の小宇宙●学んでおき

たいインターネットのマナーとリテラシー 

3月 ○東日本大震災○春がモチーフになっている本特集○入園入学新生活スタート準備●追悼 松

谷みよ子氏●追悼 テラス・テイラー氏～ありがとうバーバパパ●追悼 火坂雅志氏●舞台人 

渡辺えりの世界●社会人向け仕事に役立つ本●報道のあり方を考える●読んで体験！お仕事小

説●あれから４年～東日本大震災関連本 

○年度当初企画展示●追加展示 

※企画展示とは別に月替わりでジャンル紹介を展示（当館独自のジャンルの説明、本紹介） 

 

 

 

 

(7) 学校との連携事業 

⑥職場研修生の受入 

学 校 名 人 数 実施期間 備 考 

佐土原中学校 3 6月 25日（水）～27日（金） 2年生 

佐土原高校 3 10月 29日（水）～31日（金） 2年生 

広瀬中学校 3 11月 5日（水）～7日（金） 2年生 

新田学園中学部 1 11月 12日（水）～14日（金） 2年生 

宮崎大学附属中学校 2 11月 19日（水）～20日（木） 2年生 

久峰中学校 2 11月 26日（水）～28日（金） 2年生 

西都商業高校 3 H27.1月 28日（水）～29日（木） 1年生 

計  17人   

※職場体験研修生による手作りポップ付き本の紹介展示あり 

 

 

 

 

 



＜平成２６年度宮崎市立佐土原図書館要覧＞より抜粋 

14 平成 25年度事業実績  

 

２ 図書館利用促進事業実績 

(1）企画展示 

月 展    示    内    容 

４月 ○今日はなんようび？本で楽しむ一週間○ＭＯＥ絵本屋さん大賞展○児童文学賞受賞作品展○

母の日○子どもの読書週間にちなんだ司書のおススメ本○追悼佐野洋展○東京ディズニーラン

ド 30周年○2013年本屋大賞本 

5月 ○禁帯出資料ＰＲ展○家庭教育の本大集合○“イクメン”パパ応援展○島津家久と島津豊久展（鶴

松館 20 周年記念事業と合わせて）○アカウミガメの写真展（佐土原歴史資料館の企画展と合わ

せて）○青少年読書感想文コンクール課題図書、西日本読書感想画コンクール課題図書○梅雨を

快適に過ごすには？○ 

6月 ○父の日○詩・俳句・短歌・川柳（職員がよんだ川柳展示）○富士山を世界遺産に～富士山の本

大集合○追悼酒井田柿右衛門展○七夕（短冊と竹設置）○調べ学習たすけます○芥川賞・直木賞

を予想しよう、過去の受賞作品展示○職場体験実習生のおススメ本ポップ付き展示（久峰中）（佐

土原中） 

7月 ○夏祭り展（宮崎市の花火・祭り等ポスターも合わせて展示）○新美南吉生誕 100年展○夏向け

レシピ本特集○第149回芥川賞・直木賞受賞作品○米文学賞シャーリー・ジャクスン賞受賞者 鈴

木光司展○HOW TO 手作り本・豆本○図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品 

8月 ○8月 6日・9日・15日（戦争）展○夏の節約・節電○野球の夏 延岡学園準優勝展○「こわい」

特集○風立ちぬ○詐欺・犯罪にご用心○おしゃれも健康も足元から○防災の日 

9月 ○長い夜の一冊○宮崎駿監督特集○おつきさまの本○秋を感じる紙芝居○敬老の日 心ゆたかに

読書のすすめ○宮沢賢治展（没後 80 年）○人生の先輩がんばる○人生の棚卸～終活、始めませ

んか○元気がでる絵本たち○編み物特集○牧水忌○スイミーのなかまたち、魚がでてくる本（み

んなでスイミーを作ろう企画に合わせて）○オペラにふれよう！○秋の味覚を楽しもう！！○追

悼山崎豊子展○本の紹介しおりコーナー設置 

10月 ○2013 年ノーベル文学賞受賞者 アリス・マンロー展○島津公入城 410 年○外国文学を読んで

みませんか○大人にも絵本を○追悼やなせたかし展○ハロウィン○追悼連城三紀彦展○読書週

間司書おススメ本ポップ付き展示 

11月 ○佐野洋子展○“サムライ”が出てくる本（佐土原おはなしまつりに合わせて）○笹野裕一さん

の絵本○職業・仕事に関する本○神楽○ミッキーマウスのバースデー（11/18）○ワイン特集（ボ

ジョレーヌーボー解禁）○読むゴルフ！○憂国忌（三島由紀夫 11/25）○忘年会お役立ち本○ぬ

いぐるみが出てくる本（ぬいぐるみのお泊り会に合わせて）○冬の節約・節電 

12月 ○からだの中からぽかぽかあたたまろう○漱石忌（12/9）○さぁ、大掃除しましょ！○年賀状の

アイディア本○漢字の日（12/12） （佐土原図書館発信！2013 年私の漢字も募集、掲示）○飛

行機の日（12/17）○クリスマスの由来・絵本特集○駅伝・走る！特集○ 

1月 ○阪神淡路大震災から学ぶ○七草について○平成 26 年は午年！馬の本○第 150 回芥川賞・直木

賞受賞作品○ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」関連本○110 番の日○からだの中からあたたまろ

う○カレーライスの日（1/22）○正月太り解消！○節分 

2月 ○プロ野球の日（2/4）○メディア化した本特集○ソチオリンピック○おいしそうな本○東日本大

震災から 3年○ひなまつり 

3月 ○消防記念日（3/7）関連本○パンダ発見の日（3/11）関連本○スイーツの日（3/12）関連本○桜

をモチーフにした本○ありがとう、まどみちおさん（追悼まどみちお 2/28）○第 48 回吉川英治

文学賞展示○新生活応援特集○宇宙を見上げてみよう○よりみちパンセシリーズ展示○放送記

念日（3/22）関連本○おすすめ絵本“はる”○アンデルセン賞受賞者 上橋菜穂子作品展○世界

保健デー（4/7）関連本○装丁を楽しむ 

※企画展示とは別に月替わりで司書の本棚を展示（司書の紹介を兼ねて、好きな本やおすすめ本など） 



 

 (7) 学校との連携事業 

⑥職場研修生の受入 

学 校 名 人 数 実施期間 備 考 

久峰中学校 2 6/19（水）～6/20（木） 2年生 

佐土原中学校 3 6/26（水）～6/28（金） 2年生 

富田中学校 3 7/4（木）～7/5（金） 3年生 

佐土原高校 3 10/30（水）～10/31（木） 2年生 

赤江まつばら支援学校 1 11/11（月）、14（木）、15（金） 1年生 

新田学園中学部 2 11/13（水）～11/15（金） 2年生 

広瀬中学校 3 11/27（水）～11/29（金） 2年生 

東大宮中学校 2 12/4（水）～12/5（木） 2年生 

西都商業高校 2 H26.1/29（水）～1/30（木） 1年生 

計  21人   

※職場体験研修生による手作りポップ付き本の紹介展示あり 

 

 

 


