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平成３０年度主な事業実績
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 資 料 収 集  

２ 利 用 状 況  

資料受入れ状況 

(1) 図書資料  １０，３８４冊 （蔵書総数 648,868 冊） 

     （一般図書  8,314 冊） 

（児童図書  2,070 冊） 

(2) 視聴覚資料  １７６点 

   （ＣＤ １２４点、カセット ０点、ＤＶＤ ５２点） 

(3) 雑誌       １４４誌 

(4) 新聞         １６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       １５タイトル 

デイジー（ＣＤ ）１５枚 （総数 655 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   ２５タイトル（総数 1,925タイトル） 

[本   館] 

(1) 開館日数           １３６日（前年度同期比 77日減）

    【 臨時窓口開設日数    ７５日 】 

(2) 貸出利用者数     ９１,７８９人 

  【 臨時窓口利用数      5,145人 】 

資料受入れ状況 

(1)図書受入状況 １３,１９９冊（蔵書総数 370,655冊） 

 （一般図書   9,864冊） 

（児童図書    3,335冊） 

 一般図書 児童図書 合  計 

本  館 ５,７６３ １,８３４ ７,５９７

移  動 １,９３８ ８７８ ２,８１６

市民文庫 ５８２ ３２１ ９０３

分  室 １,５８１ ３０２ １,８８３

合  計 ９,８６４ ３,３３５ １３,１９９

(2)雑   誌        ９２誌 

(3)新   聞       １１紙 

[本   館] 

(1)開 館 日 数     ２１３日（前年度同期比  同日））

(2)貸出利用者数    ６８,４１０人（前年度同期比2.8％増）

(3)貸 出 冊 数   ３６６,９１６冊（前年度同期比2.6％増）
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３ 行事・催し物等  

(3) 貸出冊数      ４３８，２９２冊 

    【 臨時窓口貸出冊数    12,720冊 】 

(4) 入館者数    １６１，１６８人（１日平均 1,185人） 

  【 臨時窓口（１日平均      69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（雑誌含む） 

・録音図書 １,０７７人（前年度同期比 3.3％減） 

   カセットテープ  １７人  ５２タイトル 

   デイジー（CD）１，０６０人  １,８８９タイトル 

 ・点字図書 ６８７人（前年度同期比 28.2％減） 

       ７８０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）利用タイトル数 

   点字図書７７２タイトル 

   デイジー図書１，７０９タイトル 

(2) サピエ登録 点字図書４１８タイトル 

        デイジー図書４５２タイトル 

(3) 対面朗読  １１３人   ２２６時間 

（前年度同期 144 人 288 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 １５:００～１５:３０ 

毎週土曜日 １４:３０～１５:００ 

   毎週日曜日 １１:００～１１:３０ 

[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    １,５３７回（前年度同期比 24回増）

(2)貸出利用者数   ２０,１８７人（前年度同期比 5.5％増）

(3)貸 出 冊 数   ８９,９１５冊（前年度同期比 3.3％増）

(4)新規開設場所 

・いこいの村 アゼィリア飯綱（湯谷第二団地廃止） 

 ・サンマリーンながの屋内運動場 

(5)号車の入れ替え（１回→２回／年） 

[分   室] 

２８分室（市立公民館）へ随時配本 

(1)貸出利用者数  ２１,７８７人（前年度同期比 2.2％増) 

(2)貸 出 冊 数  ６３,２５３冊（前年度同期比 5.6％増）

[市 民 文 庫] 

市内３２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  ２１,７０５冊（前年度同期比 0.9％増）

[合   計] （市民文庫除く） 

(1)貸出利用者数 １１０,３８４人（前年度同期比 3.2％増） 

(2)貸 出 冊 数 ５２０,０８４冊（前年度同期比 3.1％増）

(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）

毎月第２・第４水曜日 １６：１０～１６：４０ 

毎月第３・第５水曜日 １１：００～１１：３０ 

合計 ２７回  参加者２６５人 (前年同期２７回１９２人) 
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＊合計６７回 参加者７５９人（前年度同期108回 1,394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 

こいのぼりお楽しみ会 

大型紙芝居、パネルシアタ

ー、ハンドベル、折り紙、歌

５月19日(土） 
７１人

(前年度83人)

七夕お楽しみ会 

パネルシアター、紙芝居、

人形劇、折り紙、

７月７日(土) 
９３人

(前年度78人)

節分お楽しみ会 

大型絵本、パネルシアター、

大型紙芝居、折り紙、豆まき

２月２日(土) 
１１０人

(前年度92人)

魯桃桜お楽しみ会 
３月 10日(日) （予定）

(前年度70人)

  ※クリスマスお楽しみ会は未実施 

(3) 第 18回おはなしカーニバル（於：生涯学習センター） 

  10月 27日(土)  １１:００～１２:００ 

１４:００～１５:００ 

合計６１人参加 （前年度 127人） 

（パネルシアター、大型絵本、人形劇、ペープサート、紙芝居、

工作、折り紙） 

(2)あかちゃんのおはなし会 (あかちゃんマッサージ、絵本の読み

がたり、絵本の紹介、手遊び等) 

 毎月第１水曜日 １３:３０～１４:００ 

 合計 ８回  参加者４０６人 (前年同期７回 ４７９人) 

(3)こども会 

こども会名・内容 開催日時 参加者数 

たんぽぽこども会 

人形劇、大型スクリーンによ

る絵本の読みがたり、工作 

５月13日（日）

14:00～15:00 

 ８５人 

(前年度86人)

夜のなつやすみこども会 

紙芝居の上映、絵本の読みが

たり、ブラックパネルシアタ

ー、工作、おすすめ本小冊子

配布 

７月28日（土） 

17:30～18:30 
９６人 

(前年度112人)

クリスマスこども会 

人形劇、ハンドベル演奏、工

作 

12月９日（日） 

14:00～15:00 

２３５人 

(前年度217人)
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(4) 読みがたり講座  講師 本田 好 先生 本田すみ江 先生 

   全５回シリーズ（５月24日～７月21日） 25名受講 

(5) 読書感想画展 

７月27日(金)～８月12日(日) ２２２点（前年度336点） 

  （幼児・小学生を対象に募集し､館内に展示） 

(6) 除籍雑誌等リサイクル 

  ３月２日(土) 13:30～16:00 （予定）  （前年度 404人）

(7) 映画上映会の開催  １０回 来場者 ３９１人 

                       （前年度 15回  613人）

(8)「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！お天気教室in長野図書

  館」  長野地方気象台共催   来場者数 ４１人 

（前年度 36人）

(9)「親子わくわくフェスタ」ブース出展 

   南部図書館と協同 

    ・ 読書手帳カバーづくり体験 合計１８９人 

（前年度 173人）

   ・パネル・大型絵本展示、おすすめ本紹介冊子配布 

(4)読み聞かせ講座  講師 堀内京子先生 

  ア 読み聞かせ入門コース  33名受講（前年度35名） 

１月31日（金） １０：００～１５：００ 

  イ 読み聞かせボランティア入門コース  31名受講 

（前年度21名） 

２月１日（金） １０：００～１５：００ 

(5)第 20回南部図書館まつり   

参加者延べ ２,３１４人 (前年度2,165人) 

１０月２７日（土）・２８日（日）１０:００～１６:００  

 ・講演会講師 シンガーソングライター 清水まなぶ先生 

・絵本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、工作の部屋

・本の福袋 100袋（3冊/袋） 

・除籍リサイクル本の無料配布(8,778冊)、（前年度11,483冊）

・読書感想画展(86点) 

  ・ＡＣ長野パルセイロコーナー 

  ・ボードゲーム 

(6)絵本作家「いせひでこ先生」講演会（新規） 

   「ながの子どもと本をむすぶ市民の会」と共催 

    ８月25日（土） 来場者 107人 

(7)虹色ふれあい朗読会（前年度48人） 

   「篠ノ井有線放送電話」と共催 

    ７月14日（土） 来場者 46人 

(8)企画展（趣味のコーナー活用） 

  ①博物館 Ｈ30.9月 
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４ 図 書 館 協 議 会 

５ そ の 他 

(10) テーマ本展示 

 ・一般向け：「お弁当をもって出かけよう」他４回 

 ・児童向け：「さあ、ぼうけんだ！」他４回 

 ・青少年向け：「新生活に困らないために」 

 ・高齢者向け：「暑さにご用心」 

 ・随時企画：「富岡製糸場・和田英」「大相撲に親しもう」 

同右 

(1) 広域貸出の実施 

  長野地域連携中枢都市圏の連携協約に基づき、図書資料の広

域利用を実施（南部と共通） 

  須坂市・千曲市・高山村・信濃町・小川村・飯綱町(H30年１月

４日から） 

  小布施町 (H30年７月１日から） 

   松代町出身 冨岡日記 「和田 英さん」の紹介 

  ②中条公民館 Ｈ31.2月 

   「善光寺大震災の絵図及び現況写真」を展示 

   （弘化4（1847）年、震源地は虫倉山系でＭ7.4と推定） 

  ③ＡＣながのパルセイロ Ｈ30.11月 

    選手のユニフォーム、靴等のグッズや色紙などを展示 

(9) テーマ本展示 

・一般向け：「日本の遊び」他８回 

 ・児童向け：「ペット」他８回 

 ・作家の受賞や追悼に関する展示：10回 

 ・趣味のコーナーへの展示：２回 

 ・講演会開催時等に関連図書を展示：４回 

 ・青少年向けコーナー、時代小説コーナー開設時の展示 

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１１日（水）（長野図書館において） 

第２回 ２月１２日（火）（南部図書館において）  

 協議内容をホームページにアップ 

(1) 同左    
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(2) 職業体験実習、インターンシップ    

     職場体験  中学生 ３校  １２人 

   高校生 ２校   ９人 

社会見学  小学生 １校  ６１人 

          中学生 １校 １２４人 

          大学生 １校   ３人 

   養護学校（小学部） １校    ６人 

   養護学校（高等部） １校   ６人 

    インターンシップ   １校    ２人 

(3) ご意見箱へ寄せられた意見 

      回答     ４４通 

(4) 図書館職員のおすすめ本の紹介 

・通年･･･児童向け「はじまるよ！本のカーニバル」 

（紹介冊数100冊） 

・季刊･･･児童向けおすすめ本の紹介冊子発行 

「冬」(H30.11 紹介冊数28冊)・「春」(H31.3予定） 

    ・臨時…一般向け「おとなだって春の読書週間」 

          （4/22～5/30 紹介冊数89冊） 

(5）読書手帳配布   

(2)職業体験実習、インターンシップ    

    職業体験          中学・高校生 ６校 ２０人 

  インターンシップ  大学生    ２校  ２人 

(3) ご意見箱へ寄せられた意見 

    回答    ３通 

匿名    ５通 

(4) 図書館職員のおすすめ本の紹介 

  ・展示  ７月･･･児童向け 10月･･･児童・成人向け 

  ・篠ノ井有線放送電話を活用したテーマ本の紹介（毎月） 

(5)ブックリストの作成 

  ・0～3歳児・幼児・小学校低学年・小学校高学年向け 

(6)時代小説コーナー設置及び大活字本コーナーの配置替え 

(7) 読書手帳配布 

・南部図書館独自版を作成 

・移動図書館車へ設置 

・分室配布    表紙 990冊 追加2075冊 

  ・市民文庫配布  表紙275冊 追加 440冊 
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(6) 学校図書館との連携 

  ・相談窓口設置（児童担当職員） 

    ・学校図書館視察研修（加茂小・櫻ケ岡中 延べ10日間） 

  ・学校司書実務マニュアル作成への支援 

(7）県立長野図書館の受取館指定（南部と共通） 

・県立図書館の工事休館に伴い、インターネット予約貸出の受

取館として市立図書館が指定 

(8）特定天井等改修工事 

  ・１階吹抜部分特定天井の耐震化工事 

  ・ガラス窓等の飛散防止フィルム貼り 

  ・ブラインド修理 

  臨時休館：平成30年９月３日～12月 18日 

  臨時窓口開設：平成30年９月５日～12月３日 

        （予約資料の貸出と資料の返却受付） 

(8) 学校図書館との連携 

  ・相談窓口設置（館長補佐） 

  ・学校司書実務マニュアル作成への支援 

(9）県立長野図書館の受取館指定 

・同左 

・図書の配送は長野図書館への南部図書館の連絡車で実施 

(10）北信公共図書館連絡協議会職員研修会  11月 15日 

  ・演題  「知ること」を応援する立場として 

  ・講師  県立長野図書館職員 

  ・参加者 19名 

(11）工事関係 

・２階和室エアコン設置工事    契約額 351,000円 

  ・１階男女トイレ改修工事（洋式便座設置） 

                   契約額 699,840円 

  ・１階児童書閲覧室にカーペット設置  自営 

  ・１階出入口にテーマ本コーナー設置   〃 
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平成３１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 計 画 概 要 南 部 図 書 館 計 画 概 要

１ 資 料 収 集  

２ 障害者ライブラリー 

・移動図書館等 

３ 行事・催し物等  

図 書 資 料        １４，５００冊 

視聴覚資料（CD・DVD）    ２５０点 

・視覚障害者等に録音図書､点字図書の貸出 

・録音図書､点字図書の制作 

・サピエ（視覚障害者等のための点字・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) 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 １５:００～１５:３０ 

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 

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 ＝３２か所の福祉施設等へ２か月に１度巡回し、

貸出配本

(1)おはなし会（絵本の読みがたり、紙芝居、工作等） 

毎月第２・４水曜日   １６：１０～１６：４０ 

毎月第３・５水曜日  １１：００～１１：３０ 

(2)あかちゃんのおはなし会 

（絵本の紹介・あかちゃんマッサージ、手遊び等） 

 毎月第１水曜日  １３:３０～１４:００(会場は16時まで開放)

(3)こども会    ５月  たんぽぽこども会 

        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 

12月  クリスマスこども会 
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４ 図 書 館 協 議 会 

５ その他 

 （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 

(5) 除籍雑誌等リサイクル（時期未定） 

(6) 映画上映会の開催（毎月第二・第四土曜日） 

(7) 読みがたり講座 （９月頃予定） 

同右 

・図書館システム更新（南部と共通）（12 月）

・開架書庫耐震化 （12 月予定）

・図書館職員おすすめ本の紹介（６月・９月）

・広報活動 

館報「魯桃桜」、子供向け館報「ふれあい」を毎月発行 

ホームページ等による情報発信

(4)第２１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、ワークショップ、 

除籍リサイクル本の無料配布、読書感想画展等） 

(5)読み聞かせ講座  

  ・読み聞かせ入門コース        １月 

  ・読み聞かせボランティア入門コース  ２月 

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 

・読み聞かせ中級（ステップアップ）講座 ２月予定 

・移動図書館２号車更新                   

・図書館職員のおすすめ本の紹介  ２回 

  ７月･･･児童向け  １０月･･･児童・成人向け 

・広報活動 

(1)「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 

(2)ホームページ、ツイッター、新聞等による情報発信


