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 令和２年度図書館事業報告 

特定非営利活動法人 本途人舎 

１．館の運営 

（１）開館・休館日及び開館時間等 

＜開館日＞  ・月曜日～金曜日  午前９時００分～午後７時００分 

            ６月～９月  午前９時００分～午後８時００分 

         ※新型コロナウイルス予防対策のため夏期の開館時間延長は中止 

・土日曜日、祝日  午前９時００分～午後６時００分 

＜休館日＞  ・毎週木曜日（但し、祝日に当たる日は開館） 

・年末年始 １２月２９日～１月３日 

・蔵書点検 ５月９日～１５日 

（年度当初の予定は９月７日～１０日） 

・臨時休館 １１月８日（電気設備点検） 

（年度当初の予定は５月１０日） 

＜勤務時間＞ ・月曜日～金曜日   

      早番：午前 ８時３０分～午後５時１５分 

            遅番：午前１０時３０分～午後７時１５分 

                ・土・日曜日、祝日  

早番：午前 ８時３０分～午後５時１５分 

            遅番：午前 ９時３０分～午後６時１５分 

＜新型コロナウイルス予防対策における運営状況＞ 

   令和元年度３月３日～令和２年度４月８日  

一部利用制限 

貸出・返却のみの利用（貸出冊数無制限/貸出期限３週間） 

閲覧・学習・PC使用等の利用を制限 

学習室は閉鎖 

   ４月１０日（金）～５月１５日（金） 

    臨時休館 

      蔵書点検（前倒しで実施） 

動画「おうちでわらべうた」配信 

   ５月１６日（土）～５月３１日（日） 

    一部業務再開 

     貸出返却のみ（貸出冊数無制限/貸出期限３週間継続） 

閲覧席撤去 滞在時間３０分 自動貸出機・自動返却機利用推奨 

返却本アルコール除菌実施 館内窓開ける  

しずかなへや・視聴覚ブース・学習室閉鎖 

   ６月１日（月）～ 

    開館 

資料２ 
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     貸出冊数無制限/貸出期限３週間継続 

閲覧席減/対面なし 滞在時間２時間（駐車券の延長なし） PC使用可 

自動貸出機・自動返却機利用 返却本アルコール除菌実施 館内窓開ける 

しずかなへや・視聴覚ブース・学習室閉鎖 

キャレル席全席使用可（６月２４日～） 

カーリル（株）の小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞レターパック 

プロジェクトによりレターパック１００件分寄贈 

 キハラ（株）よりフェイスシールド５枚寄贈 

   ７月１日（水）～ 

    滞在時間４時間  

しずかなへや使用可（中央席仕切り設置４名まで ７月１０日～） 

返却本消毒後１日取り置き後排架（７月１７日～） 

   ７月３０日（木）１７：００～８月７日（金） 

    休館 

     レターパック（カーリル寄贈分）で予約本４８件郵送サービス実施 

   ８月８日（土）～ 

    開館 

     貸出冊数無制限/貸出期限３週間継続 滞在時間４時間 

      閲覧席減/対面なし PC使用可 返却本消毒後１日取り置き後排架 

      視聴覚ブース１か所のみ利用可（家族利用または１人利用のみ） 

      学習室利用開始（席数半減、完全入替え制 図書館開館時間に合わせ利用） 

      トイレ個室 便座除菌機設置（９月２３日） 

   令和３年１月６日（水）～１月２８日（木） 

    休館（小諸市が新型コロナウイルス感染症特別警報Ⅱを発出） 

      レターパックで予約本８１件郵送サービス実施 

      交流センター職員感染 図書館/交流センター職員抗原検査実施（１/２５） 

   １月２９日（金） 

    開館 

      貸出冊数無制限/貸出期限３週間継続 滞在時間４時間 

       閲覧席減/対面なし PC使用可 返却本消毒後１日取り置き後排架 

     滞在時間制限解除（令和３年３月５日～） 

     足踏み式自動消毒機設置（令和３年３月２４日） 

   ＜新型コロナウイルス感染対策に付随した「図書館パワーアップ事業」＞ 

    視聴覚資料等購入：大活字本３６冊 紙芝居１１冊 絵本２冊 CD２４点 

DVD４２点 合計￥７１９，３４８ 

 

（２）館の業務 

①図書の貸出関係 

・図書の貸出し、返却 
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・「図書館利用者カード」の登録・発行 

＊初回登録時無料、再発行は実費（５０円） 

・本、雑誌、視聴覚資料を含め１０冊まで２週間貸出し 

 ＊新型コロナウイルス感染予防のため不要不急の外出を避け家で読書を楽し 

んでもらう目的で、貸出冊数無制限/貸出期限３週間実施 

＊うち、視聴覚資料は一人３点以内 

・ノートパソコン、タブレットの貸出し：一回１時間 

   ・視聴覚ブースの貸出し：一回 ＣＤ・ＤＶＤの作品１枚分 

   ・学習室の席貸出し 

     平日 １２：００～１９：００ 

     土日祝日/長期休業期間（入れ替え制） 

      ９：００～１３：００ / １３：３０～１８：００ 

   ・督促 

    毎週土曜日・・・予約資料延滞者への電話督促 

    隔月１回・・・長期（約３０日）延滞者へのメール・郵便督促状送付 

   ・医療センター出張貸出し → 新型コロナウイルス感染予防のため中止 

②閲覧図書・資料等の購入及び登録配架業務 

   ・図書資料選書委員会を開催し計画的購入 

・利用者のリクエストにも可能な限り応じた購入 

・書誌や所蔵の登録、図書の装備（寄贈本及び書店購入本のみ）、配架 

※令和３年２月２日より、書店組合による納品資料の検品作業開始 

  ③図書館が行う利用サービス業務 

   ・レファレンスサービス、複写サービス、蔵書検索サービス、 

予約・リクエストサービス、相互貸借サービス 

※市外在住者の相互貸借サービス有料化 ７月１日施行 

 １冊につき郵送料として３００円 

・データベースの提供 

１）信濃毎日新聞（平成元年～現在） 

２）ルーラル電子図書館 

３）国立国会図書館デジタルコレクション 

④団体貸出業務 

  Ⅰ 配本団体貸出 子どもセンター（３ヶ月に１回１００冊） 

           東児童館（毎月１回５０冊） 

           保健センター（３か月に１回３０冊） 

  Ⅱ 地域文庫   氷文庫（３ヶ月に１回１００冊） 

Ⅲ 園外保育貸出（園児来館による団体貸出、園に１か月の貸し出し） 

Ⅳ 小中学校・市内高校団体貸出 市内１０校（３ヶ月間１００冊） 

  Ⅴ ボランティア団体・市役所各課・市内各種団体等貸出  

 （１ヶ月間１００冊） 
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  Ⅵ 配本高齢者施設 タウンコートのぞみ（１か月に７０～８０冊） 

          愛灯園ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ（１か月に３０～３５冊）→８月より施設閉鎖 

 ⑤広報活動 

・小諸市ホームページ 

・広報こもろ「図書館だより」 

・イベントのお知らせチラシの配布及び館内掲示 

   ・ツイッター、フェイスブックの配信 

   ・児童「すみれのひろば」発行（８月号～） 

  ⑥蔵書点検 

   開架資料 ５月９日～１５日（休館中） 

   書庫資料 ７月１日～７月１２日 

  ⑦危機管理  

   問題利用者、対利用者トラブル等対応のためチーム発足 ９月１６日（水） 

   大林、井出、古川、木内 

 

２．館の事業 

（１）市立小諸図書館協議会 

① 第１回市立小諸図書館協議会 

    日 時  令和２年４月１６日（木）書面開催 

② 第２回市立小諸図書館協議会  

    日 時  令和２年６月３０日（火） 

    場 所  市民交流センター 学習室 

③ 第３回市立小諸図書館協議会 

    日 時  令和２年１０月２６日（月） 

    場 所  市民交流センター 会議室４ 

 ④ 第４回市立小諸図書館協議会視察研修 中止 

 

（２）ブックプレゼント等関連事業 

① ファーストブック 

    ◎実施日 ４か月健診時の待ち時間 毎月１～２回 

場 所 保健センター     

内 容 読み聞かせ、絵本の紹介、図書館利用案内、絵本の注文 

担 当 図書館職員とブックスタートボランティア 

    ◎実施日 １０か月健診の待ち時間 毎月１～２回 

場 所 保健センター 

内 容 各自選んだ絵本のプレゼント 

（５冊の候補から各自選んだ１冊をプレゼント） 

  ② セカンドブック 

実施日 毎月１回 子育て２歳児教室開催時  
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場 所 保健センター 

内 容 ５冊の候補から各自選んだ１冊の絵本をプレセント 

③プレママスクールでの読み聞かせ：毎月１回 

※新型コロナウイルス感染予防中は本の展示、おすすめ本リスト配布のみ 

④ことばの教室での絵本のすすめ：毎月１回（８月で終了） 

⑤プレパパ教室 

※会場での本の展示、おすすめ本リストの配布 

＊１０か月健診 ４/２０、R３．１/２０ 中止 

  ４か月健診 ７/３０、R３．１/１４ 中止 

  ２歳児教室 ４/２４ 中止 

 プレママ教室 ４/３０、R３．１/１８ 中止 

 プレパパ教室 ６/２６ 中止 

 

（３）おはなし会 

  ＜０～３歳位の子ども向け＞ 

 ・こうめちゃんわらべうたの会：毎月第１日曜日１０：３０～１１：００ 

  １０月、１１月、１２月、３月実施 

・おはなしきしゃポッポ ：毎月第３金曜日１０：３０～１１：００ 

 １１月、３月実施 

＜４歳児～小学校低学年位の子ども向け＞ 

・すみれちゃんおはなし会：毎月第４日曜日１０：３０～１１：００ 

 １０月、１１月、１２月、２月、３月実施 

 ・おはなし玉手箱    ：毎月第２日曜日１０：３０～１１：００ 

  １０月、１１月、３月実施 

・小学生おはなし会：年１１回（不定期１０：３０～１１：００ 

 中止 

＜出張おはなし会＞ 

 ・こもロッジ 中止 

  ・東児童館 １０月１３日（火）、１１月２４日（火）、１２月２２日（火）、

令和３年度２月１６日（火）、３月９日（火） 

・野岸幼稚園 令和３年２月２４日（水） 

＜高齢者施設でのおはなし会＞ 

     ・実施施設：しののめの里（介護老人保健施設）桜花（通所介護施設） 

毎月各施設１回 中止 

     ・団体貸出配本時：タウンコートのぞみ「朗読会」、 

愛灯園グリーンライフ「紙芝居読聞かせ」（７月まで） 

      毎月各施設１回 中止 
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（４）令和２年度「第４次子ども読書活動推進計画」会議 

     １０月１９日（月）１８：３０～ 

     交流センター会議室２・３ 

（５）講演会、講習会、イベント、展示他 

   ＜ひだまりサロン＞ 

       実施日 毎月１～２回（土日の１５：３０頃から３０分程度） 

       場 所 ひだまりのひろば 

       内 容 様々な活動の実演と関連本の紹介  

        ９/１９コンサート、１０/１０朗読、１１/２１ヴァイオリン 

コンサート、１２月１９日古楽器コンサート、 

２月２１日木管楽器コンサート、３月２０日コンサート、 

３月２８日詩の朗読 

     ＜子ども読書の日イベント＞ 

 中止 

     ＜防犯講習会＞ 

       実施日 ６月４日（木）中止 

       実施日 １０月１５日（木）１３：３０～ 

       講 師 小諸警察署生活安全課渡辺係長 

     ＜ボランティア交流会＞ 

      中止 

＜工作イベント＞  

      〇９月１２日（土）１０：３０～ 

       「宇宙で運動会」 

      〇１１月１４日（土）１０：３０～ 

       「和綴じ本をつくろう」 

     ＜来館者達成イベント＞ 

〇１００万人達成日 ６月２２日（月） 

 当日来館者に記念缶ストラップ配布 

〇１００万人達成セレモニー １１月２８日（日） 

＜第３回文化講演会＞ 

 中止 

     ＜夏休みイベント＞ 

       実施日 ７月１０日～８月２３日（休館期間含む） 

山の日イベントとして実施 

参加型展示 

     ＜開館５周年記念企画＞ 

〇図書館好きな本レシート投票 

       実施日 １１月１日（日）～１１月３０日（月） 

       内 容 検索機、レシートプリンターを活用した好きな本投票 
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      〇図書館クイズ 

       実施日 １１月１５日（日）～１１月２９日（土） 

       内 容 ５周年記念冊子「図書館のあゆみ」に合わせた図書館クイズ 

      〇開館５周年記念企画 年度当初予定の講演会は中止 

        実施日 １１月２８日（土） 

        場 所 ひだまりのひろば 

        冊子「図書館のあゆみ」配布 

        内 容 １．１００万人達成セレモニー 

            ２．図書館へ贈る言葉 

            ３．朗読 

            ４．ベスト好きな本発表 

            ５．ビブリオバトル 

              一般の部/キッズの部 

     ＜図書館使い方講座＞ 

       実施日 ９月６日（日） 

       参加者なし 

      ＜リサイクル本市＞ 

      中止 

     ＜読み聞かせ講習会＞ 

       実施日 １１月７日（土）１０：３０～ 

       場 所 交流センター会議室 

       講 師 井出明子 

     ＜出前講座＞ 

       実施日 １０月１３日（火）１３：００～ 

       場 所 乗瀬地区公民館 

       内 容 高齢者読み聞かせ 

       講 師 大林晃美、竹内ゆかり 

＜避難訓練（こもろプラザ）＞ 

      中止 

＜すみれちゃんおはなしの森フェスタ＞ 

実施日 １２月２０日（日） 

場 所 交流センターステラホール 

       内 容 各種読み聞かせグループ、すみれちゃんキッズクラブ OBに 

よるおはなし会 

     ＜ロウドクノセカイ 伍ノ巻＞ 

実施日 １１月２３日（月・祝）１３：３０～ 

       内 容 ７組の読み手により「ユウ」をテーマに朗読     

＜雑誌付録の抽選会＞ 

実施日 １２月２７日（日）１１：００～ 
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場 所 市民交流センターステラホール 

抽選会整理券配布 １２月１３日（日） 

      

＜本の福袋＞ 

       実施日 １月４日～（休館により中止） 

       ※開館後再開（１月２９日～） 

     ＜受験生にお守り配布＞  

       実施日 １月４日～ 

     ＜疫病退散お守り配布＞ 

       実施日 １月６日～休館中配布 

     ＜すみれちゃんクラブ＞ 

       中止 

     ＜すみれちゃんキッズクラブ＞ 

       中止 

   ＜企画展示＞ 

〇季節・行事にあわせた展示や企画の実施 

  ・郷土企画展示（こもろのひろば） 

  「こもろ散歩」 

   野岸小学校区  ９月～１１月 

   坂の上小学校区 １１月～令和３年１月 

   水明小学校区  令和３年１月～３月 

  「渋沢栄一と小諸」令和３年３月～ 

     ・ひだまり企画展示：季節、行事 

     ・すみれちゃんおはなしの種（ひだまりのひろば）：時事 

     ・みんなの本棚（こもろのひろば）：利用者からのおすすめ本 

     ・あの日あの人（せせらぎのひろば） 

     ・ドラマ化、映画化（こもれびのひろば） 

     ・きりんラック（すみれのひろば入口）：季節、行事 

     ・すみれのひろば：季節、行事 

     ・絵本専門士コーナー 

     ・きらめきのひろば：季節、行事 

     〇「図書館ノート」設置（すみれのひろば） 

     昨年度図書館総合展「図書館キャラクター展」において郷土キャラクター 

「キート」がフレーベル館賞を受賞。賞品のアンパンマンスケジュール帳を 

活用し、利用者さんとの交流ノートとしてすみれのひろばに設置。 

     〇ひな人形展示 令和３年２月９日（火） 

   ＜鈴虫配布＞ 

    ７月２６日（日）～ 
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（６）他施設・他団体との連携 

〇医療連携会議（健康づくり課、高齢福祉課、こもろ医療センター）隔月 

〇こもろ医療センター「がんサロン」参加 中止 

〇佐久医療センター 

  出張がん相談 中止 

〇コミュニティテレビこもろ 

 ぴよぴよクラブ年８回撮影・放映・・・絵本紹介/わらべうた 

 家庭の日 月１回撮影・放映（１２月～） 

〇伊藤忠財団デイジー図書「地元のおはなし」企画に参加 

 「太郎吉の怪力（雷電の幼少期の話）」を制作 

再話は職員が担当。作画、朗読を岩村田高校ボランティア班のみなさんに依頼 

 ※令和３年度配布分 

〇「ほんのひととき」本途人舎共催事業 

 ６月～実施 

〇オーディオブック試聴 京セラ 

 ８月２２日（土）～９月３０日（水） 

〇県立長野図書館/NHK「テーマで読書」 

 大林・井出・竹内 出演 

 ９月８日（火）収録 

９月２５日（金）大林放送 

１０月９日（金）井出放送 

１１月１３日（金）竹内放送 

 

＜展示＞ 

〇御代田縄文ミュージアム/長野西高校（田中教諭） 

 〆掛け遺跡発掘の人骨（縄文時代）展示 

 実施日 ７月１４日～８月２３日 

〇東信教育事務所（長野県教育委員会） 

 教科書展示 

    実施日 ７月１５日～７月３１日 

   〇高原美術館 

    「海野和男写真展」ポスター/写真パネル展示 

    実施日 ７月１９日～ 

〇チーム長野 ８耐バイク展示 

 実施日 ８月９日（日）～９月６日（日） 

〇こもろ観光局 「紅葉まつり センゴク展示」 

 １０月２３日（金）～１１月１５日（日） 

〇消防署 消防ポスター展示 

 １２月４日（金）～１２月９日（水） 
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〇岩村田高校生提案展示企画「ジェンダー」 

 １２月６日（日）～令和３年３月３１日（水） 

〇アンド２３ 「海野和男写真パネル」展示/動画放映 

 令和３年２月５日～ 新刊出版に併せて展示 

 令和３年３月１９日～ 海野氏「動画」放映 

〇小山田いくプロジェクト 「クイーンビー」電子書籍化記念展示 

    令和３年３月１９日～ 紹介パネル、養蜂関連資料展示 

＜市民協働＞ 

〇図書館友の会（仮） 

  自由会議 第１土曜日１３：００～ ※９月～実施 

  テラス花植え付け ６月１４日（日） 

  環境部会 活動１０月１５日、１０月１８日、１１月２２日、 

１２月２６日～２８日、令和３年２月２０日、３月２７日 

      街角ブックスこもろ部会 本の交換本棚設置（２階談話コーナー） 

    〇図書館友の会共催 

     「DVD上映会 『ニューヨーク公共図書館』」 

      日 時 令和３年３月２７日（土）１０：３０～１４：３０ 

      場 所 交流センターステラホール 

      座談会 同日１４：４０～１５：４０ 

      場 所 交流センター会議室４・５ 

〇図書館利用者懇談会 

     市立小諸図書館利用者アンケート 

      期 間 １１月１日～３０日 

図書館利用者懇談会 

      日 時 １月２７日（月）１８：００～１９：００ 

      内 容 利用者アンケートの結果報告 

          意見交換会 

＜市役所各課との連携による企画・展示＞ 

     〇医療カレンダー作成・配布 月１回（各施設） 

〇投句箱設置（カウンター）（高浜虚子記念館） 

〇募金箱設置（危機管理課、社会福祉協議会、 

〇パブリックコメント閲覧 

〇佐久地区日本語学習リソースコーナー運営委員会より日本語学習資料 

移設  令和３年度４月より言語学書架に設置 

＜小学校・中学校・高校等＞ 

〇小学校資料修理支援 野岸小学校/水明小学校 

〇市内小中学校司書会：４月７日（火）市役所会議室 

７月３日（金）坂の上小学校 

           １２月１１日（金）坂の上小学校 
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〇市内小学校への出張おはなし会 

  野岸小学校 読書旬間：１１月１６日～１１月１８日、１１月２５日 

 〇芦原中学校：POP展示１１月～ 

＜各種受入＞ 

〇園外保育 小諸幼稚園、さくら保育園、芦原保育園 

〇社会科見学 千曲小学校（３年生）１０/１３ 

坂の上小学校（３年生）１０/２０ 

野岸小学校（２年生）１２/２３ 

〇ぷれジョブの受入：１名 

〇野岸小学校運動会代替えイベント「親子で市内スタンプラリー」 

 図書館をポイントの１つに設定（１５５組来館） 

（７）ボランティア活動の受入 

   ・読み聞かせボランティア 

    子ども対象（おはなし玉手箱４名、きしゃポッポ２名） 

    ブックスタート事業 

   ・修理・製本ボランティア講師１名 

   ・修理ボランティア 活動休止 

   ・製本ボランティア ルリユール（ボランティア）活動休止 

   ・装飾ボランティア 

     切り紙作品 

キルト作品 

（９）その他 

・長野県公共図書館長会議 

・長野県図書館協会佐久支部総会 

・長野県図書館協会総会 

・長野県図書館協会佐久支部理事会 

・第７０回長野県図書館大会（オンライン開催） 

      日 程 １０月１７日（土） 

      主会場 安曇野市 

      サテライト会場 ９か所 

       小諸市 交流センターステラホールにて開催 

 ・公立図書館研究会（県立主催） 

説明会（オンライン）：１２月１６日 大林 

       第１回各部会（オンライン） 

図書館サービス部会（大林） 令和３年２月１９日（金） 

 デジタル活用部会（竹内） ２月１２日（金） 

 資料活用・レファレンス部会（金子） ２月１９日（金） 

    ・令和２年度佐久地域公共図書館運営連絡会 

       日 程 １０月２３日（金） １３：３０～ 
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       場 所 佐久穂町図書館 

           館長・大林 

     

・視察 

      〇日本図書館協会理事長 ４月３日 

〇塩尻市立図書館システム関連 ６月４日 

       

 

３．報告 

 （１）寄附 

  ①市民 

   内 容  金１００万円 

 （２）渋沢栄一「書」 

   令和３年１月１５日（金） 書庫より発見 

   渋沢栄一記念財団に連絡 本物であることを確認 

   令和３年３月５日～ガラスケースにて公開 

 （３）小諸市ふるさと遺産認定 

 


