令和３年４月
草津市立渋川小学校アトム文庫

アトム文庫の発足
平成 15 年度 4 月、草津市立渋川小学校の開校と共に、草津市立第二小学校図書室ボランティアグループ『よ
もとライブラリー』のメンバーを中心に十数名で子どもの図書環境の手助けを目的に立ち上げる。
サークル名は手塚治虫原作のマンガの主人公鉄腕アトムが同じく 2003 年（平成 15 年）生まれたということ
から『アトム文庫』と命名。

活動の歩み

【平成 15 年度】
常時活動
・毎週火・金曜日の昼休み時間に図書室での貸し出し・返却補助、蔵書整理・補修
・学期始め・終わりなどに適宜、活動方針などミーティング
その他活動
１学期・夏休み
・蔵書の配置換え・書棚の分類表示作り
２学期
・「季節のおすすめ本」のコーナー設置
・蔵書管理に活用できるよう蔵書データーのコンピューター入力開始
・草津第二小『よもとライブラリー』と懇親会
３学期
・昼休みの当番時に「おはなし会」開始

【平成１６年度】
常時活動（以降２０年度まで同じ）
△毎週２日、昼休み時間に図書室での貸し出し補助・返却補助、蔵書管理・補修・ブッカーかけ
△昼休み「おはなし会」（月２回程度）
●各週水曜日午後、蔵書データコンピューター入力
△季節のおすすめ本コーナー設置
その他活動
△本に詳しい先生を囲んで勉強会
（以降２０年度まで毎年、平成２０年度には先生と地域共同学校、親子読書講座で共演）
●渋川小学校にて近畿音楽研究会時２・３年生の自習時間の学級にておはなし会―パネルシアター、まき絵、ペ
ープサート、大型絵本など
△１年生２学級にておはなし会―パネルシアター、大型絵本
△軍手人形作り（絵本のキャラクター、ももちゃん・バルボンさんなど）

【平成１７年度】
△人形劇「だいこんちゃん にんじんちゃん ごぼうちゃん」台本・人形制作、おはなし会にて上演
●渋川小学校にて英語研究時２年生自習時間の学級にておはなし会―人形劇、紙芝居など

【平成１８年度】
△『草津おはなし研究会』との交流会
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など３日間）
△人形劇「おかえし」台本・人形制作、おはなし会にて上演

【平成１９年度】
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など３日間）
●常磐小学校家庭家庭教育学級メンバー来室（見学、説明、質問）
●親子サロンにておはなし会―人形劇、パネルシアター、大型絵本
●人権集会『三世代輝きの集い』にて絵本「あのね」朗読（プロジェクターにより画像投影）
・蔵書データ一斉入力会開催
△おはなし会―人形劇、まき絵
△おはなし会―「スーホの白い馬」をヴァイオリンの調べに乗せて

【平成２０年度】
・蔵書データ一斉入力会開催（２日間）
△栗東市立図書館見学
△京都国際マンガミュージアム見学
△『草津おはなし研究会』と草津図書館にて交流会
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など２日間）
●草津市読書ボランティア交流会（笠縫小・山田小・草津第二小）
●地域協働合校親子で読書「絵本だいすき」出演 渋川市民センターにてパネルシアター・絵本など
・バーコード入力

【平成２１年度】
＊当年より、バーコード化し、図書支援員が配属される（週６０時間）
常時活動（以降 25 年度まで同じ）
・毎週２日程度、昼休み時間に図書室でのバーコードでの貸し出し・返却補助
・昼休み「おはなし会」（月２回程度）
・蔵書整理・補修、ブッカーかけ
・学期に 2～3 回ミーティング
その他の活動
●蔵書点検作業（７月、３月）
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など）
△おはなし会―人形劇「おかえし」上演
△『草津おはなし研究会』３０周年記念おはなし会参加

【平成２２年度】
△メンバーよりお勧め本紹介
△本に詳しい先生を囲んで勉強会
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など）
△「野洲市立図書館」
「絵本クラブ」見学
●人権集会『三世代輝きの集い』にて絵本「あのね」朗読（プロジェクターにより画像投影）
△南草津図書館司書 二井治美さん講演会 企画（渋川小ふれあいルームにて）
●蔵書点検（３月）

【平成２３年度】
＊当年度より司書１名配置される（週２日）
△廃棄本選別作業（クレヨンハウスをとおして被災地へ寄贈）
△おすすめ本コーナーを新設
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など）
●ＰＴＡ保護者懇談会中に図書室解放 （児童へ本の読み聞かせなど）２日間
●蔵書点検（７月、３月）

【平成２４年度】
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア講習会参加（６月、１０月、２月）
△能登川南小学校 「ひろばよみ」見学
●蔵書点検（３月）
△夏休み毎週木曜日図書室解放
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など）
△夏休み 絵本あれこれ研究家 『加藤啓子さん ひろばよみ』講演会 （渋川小オープンスペースにて）
△おはなし会―人形劇「おかえし」上演（１０月、２月）
●PTA 保護者懇談会中に図書室開放（児童へ本の読み聞かせなど）(6/12, 6/19)

【平成２５年度】
△おはなし会―人形劇「うさぎのおいしいたべかた」上演（５月、２月）
△夏休み図書室解放（工作・おはなし会など）
△おはなしひろば（６月、１月） 草津市立図書館蔵書学校回覧本「ブックン」渋川小ふれあいロビーにて
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア講習会参加（１１月、１月）
△京都国際マンガミュージアム見学
●蔵書点検（３月）
●PTA 保護者懇談会中に図書室開放（児童へ本の読み聞かせなど）（6/11, 6/18, 1/28)

【平成２６年度】
常時活動（以降 現在まで同じ）
毎週 3 日昼休み時間に図書室での活動（週 2 日は図書支援員が入る）
※本の貸し出し・返却のサポート、蔵書整理、本の補修・ブッカ－かけ 学期に 2～3 回ミーティング
＊司書（週 2 日→週 1 日）
△おはなし会―手作りペープサート劇「ねずみのよめいり」上演（5/13、 5/27）
△夏休み図書室開放（7/28 本の貸し出し、7/29 工作、おはなし会など）●夏休み一人２冊貸し出し
△おはなしひろば（６月に１週間、１０月に３週間）「ブックン」渋川小ふれあいロビーにて
△おすすめ本バトル開催（１２月）おすすめ本購入→面展台で展示、貸し出し（１月～）
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア交流会参加（７月、１０月、３月）
●PTA 懇談会中に図書室開放（児童へ本の読み聞かせなど）(6/17, 6/26)
●蔵書点検（３月）

【平成２７年度】
△学校、司書（リブネット）、図書支援員、図書ボランティア アトム文庫代表での定期的なミーティング
△おはなし会

①ペープサート劇「ついでにぺロリ」上演（6/18）
②手作りペープサート劇「ねずみの嫁入り」（校長先生参加）上演（11/24）

△講談社全国訪問おはなし隊（7/26）
△夏休み図書室開放・・・ 工作 おはなし会 本の貸し出し（7/30, 8/6）●夏休み一人３冊貸し出し
△おすすめ本バトル開催（１２月）※おすすめ本の紹介者 210 名(昨年の約２倍の参加者)
バトル上位の本＋アトム文庫おすすめ本の購入→面展台で展示、貸し出し（１月～）
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア交流会参加（6/25, 10/19）
●PTA 懇談会中に図書室開放（児童へ本の読み聞かせなど）(9/15, 9/25)
●蔵書点検（３月）

【平成２８年度】
△学校・司書（リブネット・図書支援員・図書ボランティア アトム文庫代表での定期的なミーティング
△おはなし会 草津おはなし研究会からのレンタル人形劇「うりこひめとあまのじゃく」
１回目公演 児童に向けて《渋川小学校ふれあいホールにて》
（9/23）
２回目公演 民生委員主催おやこひろば参加者に向けて《渋川市民センターにて》(11/17)
△夏休み図書室解放・・・工作、おはなし会

①小学校図書室＋ふれあいロビー２部制(7/28)
②さくらさん(8/4)

△おはなしひろば（ふれあいロビー）①7/4～8 ②11/7～11 草津市ブックんを活用
△老上西小学校にて老上小、老上西小図書ボランティアとの交流会(11/21)
△おすすめ本バトル開催(11 月～12 月)

+おすすめ本購入、入賞者表彰 (1 月～)面展台展示、貸出

（作品数 141 点、購入本数 38 点）
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア交流会参加(6/30)(10or11 月)(3/9)
●朝の読み聞かせ（毎回①学年）(6/16)３年生・(9/29)２年生・(1/26)１年生・(2/23)４年生
●PTA 懇談会中の図書室解放(9/15)(9/21)

●蔵書点検(3 月)

【平成２９年度】
△学校・司書（リブネット）・図書支援員・図書ボランティア アトム文庫代表での定期的なミーティング
△ＰＯＰを使ったアトムのおすすめ本紹介おたより配布+展示４月
△夏休み図書室解放・・・工作、おはなし会

①小学校図書室＋ふれあいロビー２部制(7/27)
②さくらさん(7/24)

△講談社全国訪問おはなし隊（11/1）※おはなし隊の読み聞かせサポートにも参加
△アトム文庫手作り人形劇『おかえし』(11/6)公演（小学校ふれあいホール）
△おすすめ本バトル開催(11 月～12 月) +おすすめ本購入、入賞者表彰 (1 月～)面展台展示、貸出
（作品数 195 点、購入本数 42 点）
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア交流会参加（3 回）
●図書室解放（児童預かり） ＰＴＡ懇談会（5/17）ＰＴＡ語ろう会（9/12,9/21）
●朝の読み聞かせ（毎回①学年）（6/19）１年生 (9/11)２年生 (1/29)３年生 (2/19)１年生
●蔵書点検（3 月）

【平成３０年度】
△アトム文庫ミーティング４～７月、9～12 月、1，2 月の 10 回
△学校・司書（リブネット）・図書支援員・図書ボランティア アトム文庫代表での定期的なミーティング
△アトム文庫メンバーによるおすすめ本ＰＯＰ作成～展示コーナー、本の購入（1 学期～2 学期）
△夏休み図書室開放・・・工作、おはなし会

①（7/26）小学校図書室にておはなし会
ふれあいホール、ふれあいロビーにて工作教室
②（7/23）さくらさんにておはなし会、工作教室

※工作はシンプルな糸電話、その後いろんな糸電話を体験
△おすすめ本バトル開催（10～12 月）今年度～児童投票の他に、ＰＴＡ保護者も参観時(11/21)に投票
+おすすめ本購入、入賞者表彰
（1 月～）面展台展示(3 学期は貸出禁止、次年度～貸出)
【作品数 166 作品、購入本数 22 冊】
△ブックんおはなしひろば・・・①(6/25～29)②(12/10～14）昼休みにふれあいロビーにて面展台使用
△人形劇『だいこんちゃん にんじんちゃん

ごぼうちゃん』（1/29）昼休み、ふれあいホールにて公演
☆サプライズゲスト あり

△本の貸出 1 回 1 冊→高学年のみ 1 回 2 冊へ
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア交流会参加（3 回）
●図書室解放（児童預かり） ＰＴＡ人権学習会(9/26)
●朝の読み聞かせ（毎回①学年）（6/18）１年生 (9/18)５年生 (1/21)６年生
●蔵書点検（3 月）

【令和元年度】
△アトム文庫ミーティング４～７月、9～12 月、1，2 月の 10 回
△学校・司書・図書支援員・図書ボランティア アトム文庫代表での定期的なミーティング
△本の貸出 昼休みサポート(月・木・金) 低学年 1 回 1 冊・高学年のみ 1 回 2 冊（夏休みは全学年 3 冊）
△夏休み図書室開放・・・工作、おはなし会

①（8/21）◎午前の部(70 名参加)
おはなし会・・ふれあいロビーにて
工作教室・・・図書室、ふれあいホールにて

◎午後の部(12 名参加)
おはなし会+工作教室・・ふれあいホールにて
②（7/22）◎児童育成クラブさくらさん(40 名参加)
おはなし会+工作教室
※両日とも、工作は牛乳パックを使用した竹とんぼとビックリ箱
△草津第二小図書ボランティアよもとライブラリーさんとの交流会
①(9/25)第二小図書室にて ②(12/5)渋川小図書室にて
△講談社全国訪問おはなし隊(10/30) 2 年生を 2 グループに分けて、おはなし会とひろば読み
△おすすめ本バトル開催（10～12 月）児童は(11/25～29)投票、ＰＴＡ保護者は参観時(11/27)に投票
入賞作品おすすめ本購入、入賞者表彰
（1 月～）面展台にアトム文庫購入本展示(3 学期は貸出禁止、次年度～貸出)
【作品数 163 作品、購入本数 24 冊】
△人形劇『うさぎのおいしいたべかた』
（2/5）昼休み、ふれあいホールにて公演 ☆サプライズゲスト校長先生
※第二小よもとライブラリーさん見学
△アトム文庫メンバーによるおすすめ本ＰＯＰ作成（柱部分の展示コーナー）
（12 月）
△図書室内整備（3 学期）パソコン配置換え・壁面養生 3 か所➩２年度に展示予定
△図書室大掃除（12/16） ※夏にカーテンのクリーニング
●朝の読み聞かせ（毎回①学年）（6/17）１年生 (9/9)６年生 (1/20)２年生
●図書室解放（児童預かり） ＰＴＡ人権学習会 (9/18) (1/24)
●草津市立図書館での学校図書館ボランティア交流会参加（3 回）
●蔵書点検（延期➩２年度夏休みに予定）

【令和 2 年度】
△アトム文庫ミーティング 6 月、8 月、12 月
△学校・司書（リブネット）・図書支援員・図書ボランティア アトム文庫代表での定期的なミーティング
△本の貸出 昼休みサポート(月・木(火)・金) 低学年 1 回 1 冊・高学年のみ 1 回 2 冊（夏休みは貸出中止）
△夏休み図書室開放（工作・おはなし会）中止

△人形劇 中止 ●朝の読み聞かせ

中止

△大規模リニューアル 4 月中旬～5 月中旬
・図書室とコンピューター室の壁を開放、机やパソコンなどをの配置換えなど
・本の分類番号で整理、差し込み版を設置

・図書室前のコーナー(おはなしひろば)開設

・大型本・しかけ絵本 図書室内に配置
△本のアンケート結果・・小学校 HP 学校たよりでお知らせ
△おすすめ本バトル開催（10～12 月）児童は(11/2～6)投票
入賞作品おすすめ本購入、入賞者表彰
面展台にアトム文庫購入本展示(2 学期は貸出禁止、3 学期～貸出)
【作品数 117 作品、購入冊数 29 冊】
鬼滅の刃本のコーナー作成
●蔵書点検 5 月と 3 月 （次年度～年度末 1 回）
●草津教育へアトム文庫の活動を寄稿
●図書ボランティア交流会(草津図書館)参加
●図書カード（図書室保管➡教室保管）
△アトム文庫からの企画

●学校・地域からの要望

