＜県北地区ボランティア一覧＞
No
団体名
図書館ボランティア
1
ホワイトブックス

活動地域
能代市

会員数

活動内容
活動対象(番号は左の活動内容に対応）
①おはなし会 ②出前おはなし会 ③大 ①③幼児～小学生 <能代市立図書館>
8
型紙芝居制作
②希望者 <保育園・小学校・老人福祉施設>

朗読劇グループ
2
「ジャングルジム」

能代市

絵本の読み聞かせ・人形劇・ペープ
サート・エプロンシアターの講師・子ども
3 向けや大人向けの読み聞かせなど・簡
単な楽器や人形を使っての参加型お話
し会

3 人形劇団 「パック」

能代市

4 人形劇の公演

4 あのねっと

能代市

7

5 はらぺこあおむし

能代市

6 いちばん星

能代市

7 おはなしの森

大館市

8 大館市立中央図書館ボランティア

大館市

9 読み聞かせカルテット

大館市

10 ドリームライブラリー

大館市

幼児～小学生・保護者・一般 <能代市立図書館・能代
支援学校・能代市立第四小学校・大館市内の小学校
（南小・成章小など）・能代山本地区保育所・子育て支
援センター・能代市中央公民館>
幼児～大人 <能代市立図書館・幼稚園・保育所>

読み聞かせ・紙芝居・ペープサート・情
未就園児とその保護者 <能代市立図書館>
報交換会→能代山本地区で活動
未就園児 <二ツ井公民館 （子育て支援さんぽえむ）
5 読み聞かせ
>・幼児 <二ツ井こども園・きみまちこども園>・小学生
<能代市立二ツ井小学校>
4 大型紙芝居・昔話等の読み聞かせ

小学生・一般・高齢者 <二ツ井町児童会館・児童クラ
ブ・障害者施設・デイサービス>

①幼児～小学生 <大館市立中央図書館・大館市立花
①読み聞かせ ②ブックスタート ③フ 矢図書館> ②５ヶ月児と保護者 <大館市保健セン
13 レッシュパパママ教室 ④おひざにだっ ター> ③初めての親になる夫婦 ④幼児 <大館市立
こ ⑤臨時の読み聞かせ
中央図書館> ⑤幼児～小学生 <市内の幼稚園・小
学校・中学校など>
①②幼児～小学生 <大館市立中央図書館・大館市立
①読み聞かせ （親子読書、お話の森） 花矢図書館・保健センター・スーパーマーケット・小学
58 ②読書会 ③展示・書架整理の手伝い 校> ②④会員・希望者 <大館市立中央図書館>
④講演会の支援
③幼児 <保健センター>・幼児～小学生 <スーパー>・
小学生 <小学校> ④会員 <大館市立中央図書館>
保育園児 <大館市立比内図書館>・小学生 <比内地域
5 絵本・紙芝居の読み聞かせ
各小学校>
幼児～小学生・高齢者 <依頼された保育園・小学校・
12 読み聞かせ
児童館・特別養護老人施設長慶荘・老人ホームほの
ぼの荘・グループたしろ>
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11 来聞の会 （ききのかい）

大館市

①絵本のおはなし会の開催 （素話、パ
ネルシアター、エプロンシアター・ペープ
サート、手遊び、紙芝居、わらべうた、
ブックトーク） ②小学校読み聞かせ支
援 ③わらべうた・文学遊びの会 ④夏
休み・冬休み特別おはなし会 ⑤日本
7
グット・トイ委員会おもちゃインストラク
ター・コンサルタントによる手作りおも
ちゃ教室 ⑥おはなし会 （JIPC、講談
社、独立行政法人国立青少年教育振
興機構、秋田県教育委員会などの依頼
による）

12 こでまりの会

大館市

7 ①読み聞かせ ②手作りおもちゃ

大館市立桂城小学校読み聞かせ
ボランティア
14 お話宅急便
大館市立城南小学校
15
チーム城南読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
大館市立有浦小学校PTA読み聞
16
かせクラブ
13

大館市

10 読み聞かせ

大館市

12 読み聞かせ

①幼児～小学生・保護者 <北部福祉エリア・大館市立
中央図書館・保育園他> ②会員希望者
桂城小学校１～６年生 <大館市立桂城小学校 図書
室>
小学生

大館市

15 読み聞かせ

小学生 <城南小学校>

大館市

6

17 子どもバス図書館 「なかよし」

鹿角市

―

18 十和田高校ボランティア部
19 十和田史談会

鹿角市
鹿角市

20
28

20 花輪読書会

鹿角市

30

北秋田市

16

21

図書館ボランティア
「たまてばこ」

22 はなしっこの会

①乳児～小学生 <ショッピングセンター内子ども図書
館・書店>・幼児～大人 <北部シルバーエリア>・②～⑥
乳幼児・保護者・高齢者 <子育て支援センター・小学
校・保育園・幼稚園・高齢者施設>

北秋田市

―

図書室環境整備・図書受入、修理・読
み聞かせ

小学生 <有浦小学校>

①幼児～一般 <バス図書館>
①図書閲覧と貸し出し ②読み聞かせ
②小学生 <鹿角市・郡小学校>
③図書館たよりを発行
③地域全戸と関係機関 <バス図書館と自宅>
読み聞かせ （紙芝居）
小学生 <鹿角市立十和田図書館>
古書の解読と郷土史研究
一般 <鹿角市立十和田図書館>
①平家物語を読む会 ②史跡めぐり
会員・希望者 <①花輪市民センター ②市外 ④鹿角
（花輪史読会、図書館と共催） ③会誌
市立花輪図書館>
「かえで」 発行 ④講演会
①定例お話会 ②ブックトーク ③出張
①③幼児～小学生 <文化会館会議室・保育園・幼稚
お話会 ④図書館体験デーでのお話会
園・小学校・児童館> ②乳幼児 <北秋田市保健セン
⑤みのおはなし会 ⑥読書感想画・文
ター> ④幼児 <北秋田市鷹巣図書館>
コンクール表彰式の手伝い
―
北秋田市阿仁公民館
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23 にじいろぱれっと

北秋田市

24 おはなしピッコロ

北秋田市

25 クローバーZ

北秋田市

26 おはなしぼっくす

鹿角郡小坂町

27 ブックスカフェ

鹿角郡小坂町

28

八竜地区エンジョイ・リーディン
グ・クラブ 「はみんぐ」

山本郡三種町

29

山本地区読み聞かせグループ
「あのねのネ」

山本郡三種町

30 にゃーご

山本郡三種町

31 杉の子読書会

山本郡三種町

①幼児・小学生 <北秋田市立米内沢保育園・北秋田
市立前田保育園・北秋田市立米内沢小学校・北秋田
市立前田小学校・上小阿仁村立小学校> ②幼児～小
学生 <森吉公民館・米内沢小学童・前田小学童> ③
高齢者 <市内老人施設> ④乳児と保護者 <北秋田
市保健センター>
①読み聞かせ ②クリスマスおはなし会 ①小学生 <合川地区内小学校> ②幼児～小学生 <
7
③おはなし会 ④老人福祉施設訪問
合川公民館> ③乳幼児 <保育園>
9 読み聞かせ
児童 <北秋田市立鷹巣南小学校>
小学生 <小坂町立小坂小学校・小坂町立小坂中学校・
8 読み聞かせ
小坂町立小坂図書館・だんらん（社会福祉協議会「み
んなのお家」）・花いちもんめ（カフェ）>
60 朗読会
会員 <小坂町立小坂図書館 他>
①例会 （図書整理、修繕、展示等）
①会員 <八竜公民館> ②住民 <八竜公民館> ③放
16 ②読書まつり ③放課後児童クラブ読 課後児童クラブ（小１～小４） <鵜川公民館・浜口公民
書会 ④研修
館>
①読み聞かせフェスタ in やまもと ② ①幼児～大人 <山本公民館> ②小学生 <三種町立森
15 読み聞かせ ③ふるさと先生 ④ブック 岳小学校・三種町立下岩川小学校> ③小学生 <三
スタート ⑤その他
種町立金岡小学校>
①乳幼児～小学生〈三種町立湖北小学校・三種町立
①読み聞かせ ②読み聞かせ （ブック 浜口小学校・浜口保育園・鵜川保育園・八竜幼稚園・さ
5
スタート）
かき保育園八竜分園・町内外保育園〉②４ヶ月・１０ヶ
月の乳児とその保護者〈三種町保健センター〉
34 読み聞かせ
児童 <北秋田市立鷹巣南小学校>
①読み聞かせ ②お話会 （絵本、エプ
ロンシアター、人形劇、パネルシアター）
9
③お話会 （昔話、手遊び、歌他） ④
ブックスタート協力・子育て支援

3

