
平成２６年度主要事業実施概要 
                １２月末現在（長野図書館・南部図書館）  

事 業 名 長 野 図 書 館 実 施 概 要 南 部 図 書 館 実 施 概 要 
 

１ 重 点 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 国立国会図書館「デジタル化資料送信サービス」開始 

  信濃毎日新聞データベースの閲覧・複写サービス開始 

平成 26年５月１日から実施 

(2) 職業体験実習（中学・高校生等）の積極的な受入れ 

職場体験  中学生 ７校  １２人 

   社会見学  小学生 ３校  ３８人 

   インターンシップ  ３校   ７人 

  障がい者短期トレーニング   １人 

(3) 中条保育園園児への読み聞かせ  

11/5(水) 中条保育園 ３０人 

長野盲学校幼稚部幼児への読み聞かせ 

 11/21(金) 長野図書館 ３人 

(4) 行政支援の実施 

貸出５件 65冊、資料複写１件、レファレンス１件 

(5) 調べ方案内（パスファインダー）の発行 

５月 一般向けの修正 １１件 

「善光寺」、「文化財①」、「文化財②」、｢健康・医療｣、「戸隠・

鬼無里」、「篠ノ井」、「千曲川・犀川」、「松代」、「信州新町・

中条」、「農業」、「人物を調べる」 

６月 子ども向け 「料理」、「植物」 

 

 

(1) 図書館資料の管理(永年保存資料他所蔵場所の変更等) 
  ・大岡支所内に蔵書する(永年保存資料) 

(2) インターネット予約の利用促進 

  本館(カウンター)、移動図書館にてチラシ等により広報 

(3) 移動図書館巡回場所の見直し 

コース時間変更･･･5箇所  

(4)市民文庫巡回場所の見直し 

  廃止施設･･･1箇所 

(5) 施設工事修繕等 

  施設内設置工事及び老朽化に伴う修繕の実施  

冷暖房設備修理他 

(6) 未返却本の回収 

  本館、移動図書館における未返却本の回収を強化 

(7) 施設周辺緑化事業 

  図書館施設周辺を環境整備し花いっぱい運動の実施 

(8) 広報活動 

 ・6月号、12月号「広報ながの」に移動図書館巡回日程に併せて

図書館のピーアール記事を掲載。（各見開き 2ページ） 

 ・「ハートフルなんぶ、おひさま」毎月発行 

 

 

 



 

２ 資 料 収 集  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利 用 状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料受入れ状況 

(1) 図書資料  １３，３３１冊 （蔵書総数 613,025冊） 

     （一般図書 11,060冊） 

（児童図書  2,271冊） 

(2) 視聴覚資料  ２０９点 

   （ＣＤ 191点、カセット ０点、ＤＶＤ 18点） 

(3) 雑誌       １４６誌 

(4) 新聞          １４紙 

 

【障害者ライブラリー】 

録音・点字図書制作状況 

(1) 録音図書       ３２タイトル 

デイジー（ＣＤ ）３２枚 （総数 523枚） 

カセットテープ  ０ケース（総数 1,693ケース） 

＊1ケースは 90分カセットテープ 4巻入 

(2) 点字図書   ３４タイトル（８０冊）（総数 2,048冊） 

  

(1) 開館日数    ２１３日（前年度同期比 ３日増） 

(2) 貸出利用者数  １３９，２３５人（前年度同期比 1.7％減） 

(3) 貸出冊数     ６４５，８４３冊（前年度同期比 4.7％減） 

(4) 入館者数    ２５３，６９５人（１日平均 1,191人） 

 

【障害者ライブラリー】 

視覚障害者に録音･点字図書の郵送等の貸出と対面朗読を実施 

(1) 貸出利用者数および貸出数 

 

(1)図書受入状況 １３,３９５冊（蔵書総数 352,195冊） 

 （一般図書  10,071冊） 

（児童図書   3,324冊） 

 一般図書 児童図書 合  計 

本  館 ５,５９２ １,８１２ ７,４０４ 

移  動 ２,０４２ ８３５ ２,８７７ 

市民文庫 ６５８ ３３２ ９９０ 

分  室 １,７７９ ３４５ ２,１２４ 

合  計 １０,０７１ ３,３２４ １３,３９５ 

 

(2)雑   誌      １１０誌 

(3)新   聞       １５紙 

 

                       

 

 

[本   館] 

(1)開 館 日 数     ２１４日（前年度同期比 4日増）） 

(2)貸出利用者数    ６５,６４９人（前年度同期比 3.1％減） 

(3)貸 出 冊 数   ３５０,８５９冊（前年度同期比 2.0％減） 

[移 動 図 書 館] 

図書館車３台により、市内９２か所を２０コースに分けて巡回 

(1)巡 回 回 数    １,５５６回（前年度同期比 79回増）  

(2)貸出利用者数   ２１,３９９人（前年度同期比 1.8％減） 

(3)貸 出 冊 数   ９５,０７９冊（前年度同期比 4.0％減） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 行事・催し物等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・録音図書 １，１８３人（前年度同期比 0.9％減） 

   カセットテープ  40人  54タイトル 

   デイジー（CD） 1,143人  1,665タイトル 

 ・点字図書 ７２２人（前年度同期比 4.0％増） 

       ８５９タイトル 

・上記の内、サピエ（視覚障害者のための点字・録音図書の情

報ネットワーク）利用点数 

   点字図書 805点、 デイジー図書 1,396点 

(2) サピエ登録 点字図書 268点、デイジー図書 334点 

(3) 対面朗読  １３６人   ２７２時間 

（前年度同期 140人 280時間） 

 

  

(1) おはなし会（絵本の読み聞かせ，紙芝居，折り紙等） 

  毎週水曜日 １５:３０～１６:００ 

毎週土曜日 １４:３０～１５:００ 

  毎週日曜日 １１:００～１１:３０ 

＊合計１０１回 参加者１，３０３人（前年度同期 1,211人） 

(2) お楽しみ会（パネルシアター、大型紙芝居、大型絵本、折り

紙、手遊び歌等 １４:００～１５:００開催） 

お楽しみ会名 開催日時 参加者数 前年度 

こいのぼりお楽しみ会 5月 17日（土） ８４人 87人 

たなばたお楽しみ会 7月５日（土） １２５人 123人 

クリスマスお楽しみ会 12月 20日（土） １１９人 106人 

節分お楽しみ会 2月 7日（土） （予定） 31人 

魯桃桜お楽しみ会 3月 8日（日） （予定） 47人 

[分   室] 

２８分室（市立公民館）へ随時配本 

(1)貸出利用者数  １９,７７０人（前年度同期比 2.0％減) 

(2)貸 出 冊 数  ５６,３０６冊（前年度同期比 1.2％減） 

[市 民 文 庫] 

市内３５か所の福祉施設等へ２か月に１度巡回し貸出配本 

(1)貸 出 冊 数  ２１,４７９冊（前年度同期 2.3％減） 

 

[合   計] （市民文庫除く） 

(1)貸出利用者数  １０６,８１８人（前年度同期比 2.6％減） 

(2)貸 出 冊 数  ５０２,２４４冊（前年度同期比 2.3％減） 

 

 

(1)おはなし会（絵本の読みがたり、紙芝居、工作、絵本の紹介等） 

毎週水曜日 １６:１０～１６:５０ 

合計 ３７回  参加者１４８人 (前年 27回 202人) 

 

(2)あかちゃんのおはなし会 (ベビーマッサージ、手遊び、絵本の

読みがたり、絵本の紹介等) 

 毎月第１水曜日 １３:３０～１４:００ 

 合計  ８回  参加者２５６人 (前年 7回 306人) 

 

(3)学校おはなし会 (小学校へおはなし会講師として、司書派遣) 

合計 １０回  (通明小学校) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第 14回おはなしカーニバル 

  11月８日(土)   11:00～12:00 

14:00～15:00 

合計１１４人参加 （前年度 63人） 

（パネルシアター、大型絵本、大型紙芝居、手遊び、ペープサ 

ート、工作） 

 

(4) 読書感想画展   

10月 27日（月）～11月９日（日）３５６点（前年度 293点） 

  （幼児・小学生を対象に募集し､館内に展示） 

 

(5) 除籍雑誌等リサイクル 

  10月 25日（土）13:30～16:00  来場者 ２１６人 

（前年度 274人） 

 

(6) 映画上映会の開催   １７回 来場者 ５９０人 

（前年度 573人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)子ども会 

 

 (5)第１６回南部図書館まつり   

延べ ３,１１９人参加 (前年 2,420人、６９９人) 

１０月２５日（土）・２６日（日）１０:００～１６:００  

 童話作家アッコトトさんの 講演会、図書館クイズ、 

童話作家アッコトトさんのワークショップ、手作り絵本展示、

押し花コーナー、お話の部屋、地元スポーツチーム展示、除籍

本の無料提供、工作の部屋、ほか 

 

 (6)読みがたり初心者講座  ３０人受講 

  １月８日～２月２６日までの５回シリーズで実施 

  講師 本田好先生・本田すみ江先生 

  ・読みがたりの基本と実践 

  ・中央保育園にて、実践演習 

こども会名・内容 開催日時 参加者数 

たんぽぽこども会 

パネルシアター・動く大型紙

芝居･マジックショー・工作 

５月１1日（日）

14:00～15:00 

８７人 

(前年 56人) 

よるの夏休みこども会 

ブラックパネルシアター・人

形劇・工作・デジタル紙芝居 

７月２６日（土） 

 

17:30～18:3 0 

７２人 

(前年 87人) 

クリスマスこども会 

人形劇・パネルシアター 

ハンドベル・工作等 

１２月１４日（日） 

 

14:00～15:00 

１９５人 

(前年 137人) 

 



 

５ 図 書 館 協 議 会 

 

 

 

 

６ そ の 他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同右 

 

 

 

 

(1) レファレンス事例のデータベース化 (国会図書館の協同デー

タベース事業を利用) 

登録件数 ４９件 （累計 788件） 

（うち一般公開 513件、参加館公開 94件） 

(2) ご意見箱へ寄せられた意見 

    回答   ２７通 

匿名   ２１通 

(3) 図書館職員のおすすめ本の紹介 

通年･･･児童向け「いっしょ」（150冊） 

(4) H26.11.22発生長野県神城断層地震による被災 

 エレベーター・空調設備(損傷)、壁・天井(ひび割れ、剥離ほか)、 

閉架書庫の図書のほぼ全てが落下(12/1から貸出再開) 

 

 

 

協議会委員１０名（内公募２名）と図書館運営について協議する。 

第１回 ７月１８日（金）（南部図書館において） 

第２回 ２月１９日（木）（長野図書館において）  

 協議内容をホームページにアップ 

 

(1)職業体験実習、インターンシップ   計７校 １３人 

    職業体験          中学生 ４校 １０人 

  インターンシップ  短大  ３校  ３人 

  異業種体験     養護学校教員 1人 

(2) ご意見箱へ寄せられた意見 

    回答    ２通 

匿名    ３通 

(3) 図書館職員のおすすめ本の紹介  ２回 

 ８月･･･児童向け  １０月･･･児童・成人向け 

  

 

 

 
 
 

 



平成２７年度主要事業計画（案） 
（長野図書館・南部図書館） 

事 業 名 長 野 図 書 館 実 施 概 要 南 部 図 書 館 実 施 概 要 
１ 重 点 事 業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 資 料 収 集  

 

 

３ 障害者ライブラリー 

・移動図書館等 

 

 

 

 

(1) 図書館基本計画の作成 

(2) 子ども読書活動推進事業の取り組み 

  ・おはなし会、お楽しみ会、読書感想画展等の実施 

  ・ブックリストの作成・配布、ホームページでの紹介 

(3) 障害者ライブラリーの充実 

(4) 国立国会図書館から送信されるデジタル化資料及び信濃毎

日新聞データベースの館内閲覧 

(5) レファレンス機能の充実 

(6) 調べ方案内（パスファインダー）の発行 

(7) 行政支援の実施 

(8) 開館 30周年記念事業の実施  7/4(土)ほか 

 

 

図書資料         １４，５００冊 

視聴覚資料（CD・DVD） ２５０点 

 

・視覚障害者に録音図書､点字図書の貸出 

・録音図書､点字図書の制作 

・サピエ（視覚障害者のための点字・録音図書の情報ネットワー

ク）への点字図書（データ）、デイジー図書（目録）の登録及

び利用の促進 

・対面朗読 

(1)図書館基本計画の作成 
(2)  図書館資料の管理(永年保存資料他所蔵場所の変更等) 
(3)  新規登録者の促進とインターネット予約利用者拡大 
(4)  移動図書館・市民文庫巡回場所の見直し 
(5)  未返却本の回収 
(6)  施設周辺緑化事業 
(7)  広報活動   
(8)  職業体験実習（中学・高校生 等）インターンシップ(大学・短

大・専門学校生等)の積極的な受入れ 
(9)  読みがたりボランティアの育成 
(10) 学校へおはなし会(読みがたり)講師として、司書派遣 
(11) 行事・催し物等の充実 
 
図 書 資 料  １５,０００冊 
 （南部本館、移動図書館、分室、市民文庫） 
 
・移動図書館＝市内９２か所を２０コースに分けて巡回 
・分 室＝２８分室（市立公民館）へ随時配本 
・市民文庫 ＝３５か所の福祉施設等へ２か月に１度巡回し、 

貸出配本 
 
 

 



 

４ 行事・催し物等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 図 書 館 協 議 会 

 

 

 

６ その他 

 

 

 

 

(1) おはなし会（絵本の読み聞かせ､紙芝居､折り紙等） 

       毎週水曜日 １５:３０～１６:００ 

       毎週土曜日 １４:３０～１５:００ 

       毎週日曜日 １１:００～１１:３０ 

(2) お楽しみ会 ５月 こいのぼりお楽しみ会 

         ７月 たなばたお楽しみ会 

        １２月 クリスマスお楽しみ会 

         ２月 節分お楽しみ会 

         ３月 魯桃桜お楽しみ会 

(3) おはなしカーニバル 読書週間内の 1日 

 （パネルシアター､人形劇､大型紙芝居､手遊び歌等） 

(4) 読書感想画展 感想画の募集と館内展示（読書週間に合わせ

て） 

(5) 除籍雑誌等リサイクル（読書週間に合わせて） 

(6) 映画上映会の開催（毎月第二・第四土曜日） 

 

同右 

 

 

 

(1) 広報活動 

・図書館だより（魯桃桜）、こども読書ニュース（ふれあい）

を毎月発行 

・ホームページによる情報発信 

(2) 職業体験実習（中学・高校生等）の受入れ 

 
 (1)おはなし会（絵本の読みがたり、紙芝居、工作等） 

毎週水曜日   １６:１０～１６:５０ 
(2)あかちゃんのおはなし会（絵本の紹介・ベビーマッサージ・手遊

び等） 
 毎月第一水曜日  １３:３０～１４:００(会場は１６時まで開放) 
(3)子ども会    ５月  たんぽぽこども会 
       1２月  クリスマスこども会 
(4)夜のイベント７月  夜のなつやすみこども会 

篠ノ井合戦まつりに併せて実施  
(5)第１７回南部図書館まつり １０月 読書週間に併せて２日間 
 （講演会、おはなし会、除籍本の無料配布等） 
(6)読みがたり講座 (５回シリーズ) 
   
 
 
 
開催(年 2 回) 

第１回 ７月  南部図書館において 
第２回 ２月  長野図書館において 

 
広報活動 

・「広報ながの」に移動図書館巡回日程表等を年 2 回 (6・12 月)
掲載。「ハートフルなんぶ・おひさま」を毎月発行 

・ホームページによる情報発信 

 

 



(3)H26.11.22発生長野県神城断層地震災害復旧工事 

  エレベーター設備ほか 

(4)電気設備更新工事 

  受電装置(キュービクル)入替 

 

 


