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令和３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  ９時００分～１９時００分 

            ６月～９月  ９時００分～２０時００分 

          ※新型コロナウイルス予防対策により警戒レベルに合わせ下記のとおり運営 

・土日曜日、祝日  ９時００分～１８時００分 

＜休館日＞  ・毎週木曜日（但し、祝日に当たる日は開館） 

        ※夏休み期間中は木曜日も開館（７月２２日～８月２５日） 

・年末年始 １２月２９日～１月３日 

・蔵書点検 ９月１３日（月）～１６日（木） 

・臨時休館 １１月２１日（日）電気設備点検 

＜新型コロナウイルス予防対策における運営状況と対応＞ 

（４月１日～２階交流センター＜学習室含む＞ワクチン接種のため全面使用不可） 

 ４月２日（水）閲覧席アクリル板仕切り設置 １９席増 

 ８月７日（土）～９月２日（木） 

小諸市：新型コロナウイルス感染症特別警報Ⅱを発出 感染警戒レベル５ 

貸出・返却のみの利用、貸出冊数２０冊/貸出期限３週間、滞在時間１時間、 

新規登録不可、閲覧席利用不可、ＰＣ・複写機使用不可、しずかなへや閉鎖、 

レファレンスは電話、メール、ＦＡＸで受付、８月中のイベント中止 

 ９月３日（金）～９月１２日（日）長野県「命と暮らしを救う集中対策期間」 

    【レベル５追加対策】 

      開館時間９:００～１８:００、滞在時間３０分、１２日までのイベント中止 

 １２月８日（水）サーモグラフィ設置 

 令和４年１月１７日（月）～２６日（水） 

    小諸市：新型コロナウイルス感染症特別警報Ⅱを発出 感染警戒レベル５ 

     開館時間９:００～１８:００、滞在時間３０分、貸出・返却のみの利用 

貸出冊数２０冊/貸出期限３週間、新規登録不可、閲覧席利用不可、 

ＰＣ・複写機使用不可、しずかなへや閉鎖 

レファレンスはメール、FAX、電話のみ対応、１月中のイベント中止 

   １月２１日～ ※利用者アンケートの意見から検討 

予約資料・新刊本は貸出期間２週間 新刊扱い３か月→４か月へ 

      新聞雑誌閲覧不可、雑誌新刊貸出 

１月２７日（木）～２月２０日（日）～３月６日（日） 

長野県まん延防止等重点措置適用期間（感染警戒レベル６） 

      開館時間９:００～１８:００、滞在時間３０分貸出・返却のみの利用、 

貸出冊数２０冊/貸出期限３週間、新規登録不可、閲覧席利用不可、 
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ＰＣ・複写機使用不可、しずかなへや閉鎖、新聞雑誌閲覧不可（雑誌新刊貸出可）、 

レファレンスはメール、FAX、電話のみ対応、期間中のイベント中止、職員体制２割減 

 ３月７日（月）～３月１６日（水） 

    まん延防止等重点措置 解除（感染警戒レベル５）対応継続  

３月１８日（金）～ 

小諸市新型コロナ対策委員会より 感染警戒レベル５の方針転換あり 

     平日 開館時間９:００～１９:００、貸出冊数１０冊/貸出期限２週間、新規登録可、 

閲覧席利用可、ＰＣ・複写機使用可、新聞雑誌閲覧可、イベント（２０日～）開催 

（２）館の業務 

①図書等の貸出関係 

●図書の貸出、返却（１０冊/２週間貸出） 

●「図書館利用者カード」の登録・発行 

   ●団体「図書館利用カード」の登録・発行（市内施設・団体のみ） 

●予約・リクエスト受付/相互貸借対応 

＊予約資料・・・当館に所蔵のある資料で貸出中の資料に「予約」をする 

 ＊在架予約・・・ネットから当館に所蔵のある資料で現在図書館にある資料に予約をする 

 ＊リクエスト・・当館に所蔵のない資料について希望を出す １人月３冊まで 

 ＊相互貸借・・・購入の難しい資料で県内の公立図書館で所蔵がある場合は、借り 

受けて貸出 ※市外在住者は１冊につき郵送料として３００円 

●ノートパソコン、タブレット、視聴覚ブースの貸出 

●督促 

    予約資料延滞者への電話督促 

    長期（約４０日）延滞者へのメール・郵便督促状送付 

②閲覧図書・資料等の購入及び登録排架業務 

●毎週計画的に購入 

●書誌データ・当館所蔵データの登録、図書の装備 

●寄贈資料の受入 

③その他図書館業務 

●調査、レファレンス、蔵書検索サービス 

●破損資料修理 

●データベースの提供 

１） 信濃毎日新聞（平成元年～） 

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 

●複写サービス（著作権法第３１条に基づく複写） 

④団体貸出業務 

Ⅰ 配本団体貸出  

子どもセンター、東児童館、水明児童館、東保育園、野岸クラブ、保健センター 

  Ⅱ 地域文庫   氷文庫（３ヶ月に１回１００冊） 
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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 ※随時依頼に対応 

  Ⅴ ボランティア団体・市役所各課・市内各種団体等貸出 

  Ⅵ 配本高齢者施設 タウンコートのぞみ 

⑤広報活動 

●小諸市ホームページ（随時） 

●広報こもろ「図書館だより」（毎月） 

   ●ツイッター、フェイスブックの配信（毎日） 

   ●児童「すみれのひろば」発行（年１１回） 

   ●児童「きらめき通信」発行（中高生向き）令和４年３月より 

⑥蔵書点検 

●書庫資料 ９月１日（水）～９月７日（火）蔵書点検中書庫資料貸出し不可 

●開架資料 ９月１３日（月）～１６日（木）図書館休館 

 

２．館の事業 

（１）市立小諸図書館協議会 

第１回市立小諸図書館協議会 

令和３年７月１日（木） 図書館ひだまりのひろば 

（２）ブックプレゼント等関連事業 

① ファーストブック（保健センター） 

●実施日 ４か月健診時の待ち時間 毎月１～２回    

内 容 読み聞かせ、絵本の紹介、図書館利用案内、絵本の注文 

●実施日 １０か月健診の待ち時間 毎月１～２回 

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） 

    対象児：２９３名 配本数：２７６冊 配本率：９４．２％ 

② セカンドブック （１月２月３月/新型コロナ感染拡大のため中止） 

実施日 毎月１回 子育て２歳児教室開催時  

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 

対象児：２１５名 配本数：２００冊 配本率：９３％  

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 

（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 

延数：子ども/８６名、大人/７４名（９回開催） 

●おはなしきしゃポッポ ：毎月第３金曜日１０：３０～１１：００ 

ボランティア２名と職員によるおはなし会 

      延数：子ども/５９名、大人/５６名（７回開催※１１月はフェスタ参加） 
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＜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 

延数：子ども/８５名、大人/６１名（８回開催） 

●おはなし玉手箱：毎月第２日曜日１０：３０～１１：００ 

ボランティア団体「おはなし玉手箱」によるおはなし会 

延数：子ども/７８名、大人/５５名（７回開催※１１月はフェスタ参加） 

●小学生おはなし会：年６回（不定期１０：３０～１１：００ 

延数：子ども/３７名、大人/２２名（４回開催） 

＜大人のおはなし会＞ 

年６回 火曜日１０：３０～１１：００  延数：２２名（３回開催） 

＜出張おはなし会＞ 

●こもロッジ（月１回） ６回実施 

●東児童館 （月１回） ７回実施 

●美南が丘児童館 ６月９日 

●野岸小学校読書旬間出張おはなし会（全学年）１０月 

●野岸幼稚園 ２月２１日 

＜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 令和３年度中止 

●タウンコートのぞみ「朗読会」団体貸出配本時 

１２月１７日のみ実施 朗読ボランティア２名  

（４）講演会、講習会、イベント他 

＜読書の日イベント＞ 

●児童対象 ４月２４日・２５日、５月３日～５月５日 

    内容  「大型絵本読んでほしい人 この指と～まれ！」 

    参加延数 子ども３６名、大人１９名（５回開催） 

●一般対象 ４月２３日（金）～２５日（日） 

    内容  「好きな香りで読書案内」  参加延数 ８名  

＜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） 

    内容  様々な活動の実演と関連本の紹介 １４回開催 

＜子ども選挙＞ 

●参議院長野県選出議員補欠選挙子ども選挙   

公示 ４月９日（金） 

    期日前投票 ４月１０日（土）～４月２４日（土） 

    投票日 ４月２５日（日） 

    結果 有効票１５０票 当選：うめちゃん（７９票） 

    公約 「うめちゃんポイントカード」発行 ７月２日（金）～配布 

●衆議院議員選挙子ども選挙 
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公示 １０月１９日（火） 

期日前投票 １０月２０日（土）～１０月３０日（土） 

    投票日 １０月３１日（日） 

    結果 有効票１９７票 当選：うめちゃん（８９票） 

    公約 「うめちゃんポイントカード２」発行 ２月６日（日）～配布 

＜図書館使い方講座モニター＞ 

実施日 ５月１５日（土）・１６日（日） 

    参加者 友の会から１２名 

＜読み聞かせボランティア交流会＞ 

●第１回 ５月２９日（土）１８：１５～  参加者 ２０名 

   ●第２回 １月２２日（土）中止 

＜工作イベント＞  

●６月２６日（土）「お手玉をつくろう」 子ども９名、大人９名 

●７月１０日（土）「さかな釣り」 １５組２０名 

   ●３月２０日（日）「指編み」 ３名 

＜図書館まつり＞ 

実施日 ７月１０日（土） 

    内容  おすすめ本くじ、数珠玉はこび 

    参加者 約１００名 

＜小学生向け「図書館のパソコンで調べてみよう！ 

あなたの誕生日新聞をみてみよう！」＞ 

実施日 ７月２２日（木）～２７日（火） 

内容  「信濃毎日新聞データベース」を使って、自分の生まれた日の新聞記事 

を検索。気になった記事を選んで、自分だけの「誕生日新聞」を作る。 

対象  小学生 １６名 

＜文化講演会＞ 

実施日 ７月２５日（日）  場所：市役所３階会議室 

講演内容「危機を乗り越え 来たるべき時代に備える 

～江戸時代の小諸藩の歴史に学ぶ～」 

講師  斉藤洋一氏 

    参加者 ５７名 

＜イチオシ本の POPを書こう！＞（対象：中高生） 

    実施日 ７月２日～POP募集 １２名から作品応募 

        １１月２２日～１２月１２日 POP投票 １０３票 

        １２月２０日 結果発表 

＜図書館夏まつり＞ 

日程 ８月７日（日）中止 

＜秋の市民まつり（１０月３日～２４日）コラボ企画 図書館イベント＞ 

●「大型本読んでほしい人 この指と～まれ！」 
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実施日 １０月２日（土）/２３日（土）/３０日（土） 

    参加者 子ども２８名、大人１９名（延数） 

●工作イベント １０月３日（日） 

    内 容 「パステル画を描いてみよう」 

    参加者 １２名 

   ●リサイクル本市 １０月の土日ＰＭ開催 参加者：２０１組 

    場 所 図書館公園側庇下 ※残ったリサイクル本（雑誌）は風除室に設置 

●ハロウィンイベント １０月８日（金）～３１日（日） 

    内容  魔女っこすみれちゃんと写真を撮ろう！ 

        図書館側でも写真を撮って印刷、掲示後写真をプレゼント 

●「立川談慶師匠のお母様による『ハローちいチャン紙芝居』」 

    実施日 １０月１６日（土） 

    参加者 子ども１０名、大人１２名 

●紙ずもう大会 秋場所 １０月１７日（日） 

参加者 ２１名 

＜秋の収穫祭＞ 

実施日 １０月３１日（日） 

内容  おすすめ本くじ、お星さますくい、数珠玉はこび、 

トイレットペーパー芯タワー、本の題名当て（友の会） 

参加者 延数 約３５０名 

＜読書週間企画＞ 

実施日 １１月２日（火）～６日（土）/８日（月）/９日（火） 

    内容  「香りで読書案内」 

    参加者 ７名 

＜すみれちゃんおはなしの森フェスタ＞ 

実施日 １１月１３日（土）/１４日（日） 

    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 

    参加者 延数 子ども１００名、大人１００名 

＜図書館開館記念企画＞ １１月２８日（日） 

●図書館くじ実施 

●ふろく抽選会当選者発表 

＜ロウドクノセカイ＞ 

日程  ２月２３日（水・祝）中止 

＜わらべうた講習会＞ 

    日程  ２月２６日（土）中止 

 ＜図書館講演会＞ 

    内容  「詩で生涯を綴る 金子みすゞ物語 

～小諸にもいたもう一人のみすゞ～」 
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講師  谷英美氏 

実施日 ３月２６日（土） 

（３月１２日（土）新型コロナウイルス感染警戒レベル５のため延期） 

場所  ステラホール  参加者 ６５名 

＜島崎藤村生誕１５０年記念 利用者カード登録キャンペーン＞ 

実施日 ３月２５日（金）～３０日（水） 

    交換 ３３４件 / 新規 ８６件  計４２０件 

＜すみれちゃんキッズクラブ＞  参加者 ７名 

 ＜初春 図書館福袋＞ １月４日（火）～１０日（月） 

 

（５）企画展示 

＜郷土企画展示（こもろのひろば）＞ 

●「こもろ散歩」 

千曲小学校区・川辺地区 ４月～５月 

東小学校区・北大井地区 ６月～８月 

美南が丘小学校区・南大井地区 ８月～１０月 

●「没後７０周年 亜浪文庫公開展示『小諸図書館と臼田亜浪』」１０月～ 

●「小諸義塾と人物」１月～ 

●「小諸にもいた もう一人のみすゞ『柴山みすゞ』展」３月～ 

  ＜各エリア展示＞ 月毎、季節ごと 

  ＜その他＞ 

●「図書館ノート」設置（すみれのひろば） 

●七夕かざり設置 ひだまりのひろば、すみれのひろば ７月２日～ 

   ●高校野球長野県大会配信 ひだまりのひろば ７月７日～ 

   ●こころとからだのひろば（レッドリボン） １２月１日～ 

   ●ひな人形展示 ２月１７日（木）～ 

 

（６）他施設・他団体との連携 

●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 

●佐久医療センター 出張がん相談 奇数月第３水曜日 

実施日 ５月１９日、７月２１日、９月２２日、１１月１７日 ５名 

●コミュニティテレビこもろ 

・ぴよぴよクラブ撮影・放映・・・絵本紹介/わらべうた（～１２月終了） 

・家庭の日 月１回撮影・放映（令和３年度で終了） 

・藤村文学賞受賞作品朗読 月１回録音・放映（ボランティアさんと対応、継続） 

・TV版広報こもろ ５月２８日撮影 

・「E3隊が行く 二宮金次郎編」図書館レファレンス協力 １１月１３日撮影 

●「ほんのひととき」本途人舎共催事業 

毎月第３日曜日開催 （８回開催） 参加者 延数３８名 
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●伊藤忠財団デイジー図書「地元のおはなし」企画に参加※令和４年度配布分 

「天狗の水」を制作（作画：菊池雪絵さん、再話：竹内ゆかり、朗読：井出明子） 

●信越放送ラジオ「プラットホーム小海」取材・録音  ７月９日 

●長野県図書館協会ステップアップ研修「わらべうた講習会」 

９月２５日（土）新型コロナ感染拡大のため中止 

●喜楽屋笑太氏より依頼 「香りでベストブック」１０月１２日（火） 

●週刊さくだいら「クリスマス絵本の楽しみ方」記事協力 １２月１０日号 

●長野県総合政策課企画振興部学びと自治の県づくり推進担当 

「プレイヤーズコネクト２０２１」マックスハブ配信会場 

１２月１８日（土）・１９日（日） 

＜連携展示＞ 

●ドレッシングキッチン 

１．「ベリーの伝言」４月２日（金）～５月５日（水） 

２．リサイクル本市コラボ企画出店 １０月９日（土） 

３．ハロウィン企画 すみれのひろばガラス窓にイラスト１０月２２日～ 

４．ハロウィン企画 １０月３１日（日）※マルシェ出店 

・「魔女っこすみれちゃんと写真を撮って、ドレキチさんでお弁当を買って、 

プレゼント（魔杖）をもらおう！」 

・小学生おはなし会でのコラボ手品 

●ひだまり企画展示＞季節、行事 

５月「マイクロツーリズムのススメ」 

 ６月「小諸のパン屋さん」 

 ７月「よく眠れていますか？」学校教育課/東洋羽毛 

●小山田いくプロジェクト「クイーンビー」復刊記念蜂蜜発売記念展示：４月２５日 

●東信教育事務所（長野県教育委員会）教科書展示：６月１１日～６月２８日 

  ●建速会 神輿模型展示 ７月２日～ 

  ●仙台メディアテーク「どこコレ？＠信州 小諸篇」 

実施日 １０月１日（金）～１０月３０日（土）延長～１１月１７日（水） 

●消防署「防火ポスター入選作品展示」１２月１７日（金）～２２日（水） 

●杣ブックス「てにをは辞典の戯れ方～神の作文～」 １月２３日（日）中止 

＜つなが LIB＞※ドレッシングキッチンとの連携展示を機にスタート 

１．「浅間山写真 DVD上映」田村隆浩氏 ５月８日～６月３０日 

   ２．「Go to Picnic」ドレッシングキッチン ５月２１日～ 

   ３．「バタフライガーデン チョウと花のまちづくり」糠地郷チョウの里山プロジェクト 

     ７月１６日～８月２７日 

   ４．「ラトビアの子どもたち 絵画展」LINIさん ８月１日～８月３１日 

   ５．「『むかしの話～小諸の民話～』手作り紙芝居展 野岸小学校６年１組」 

     ９月１日～９月３０日 

   ６．「小山敬三が生まれた町 小諸 ～小山敬三美術館と山吹味噌とのつながり～」 



9 

 

     ＆２３株式会社  ９月２９日～１１月１日 

７．「小諸鶴巻繁の祖『小宮山荘助翁ものがたり』」展示 小宮山酒店、岩下さん 

     １１月５日～１２月１日 

   ８．「クリスマスのパン」パン屋麦香炉 １２月３日～２８日 

   ９．「小諸市 NPO・ボランティア交流集会＜ボラフェスタ＞」展示  

小諸市市民活動ボランティアサポートセンター １月６日～２月８日 

   １０．「家にある布と図書館の本で ecoで楽しいお家時間を過ごそう」 

洋裁屋 atorie  ２月４日～３月１６日 

   １１．「島崎藤村と揚羽屋」揚羽屋 ３月１８日～ 

＜市民協働＞ 

●図書館友の会 

自由会議 第１土曜日１３：００～  

友の会設立総会 ７月１５日（木）１８：３０～図書館ひだまりのひろば 

環境部会 排架ボランティア、年末掃除、テラス植栽  

    街角ブックスこもろ部会 本の交換本棚設置 風除室 

    秋の収穫祭 ブース参加 

    読書会「つながる図書館」（猪谷千香著）１月８日（土）スタート 

       友の会例会の後１時間 初回４名参加 

「朗読のひととき」開催 偶数月第４水曜日１５：００～ ひだまりのひろば 

       初回 ３月３０日（水） 

●図書館利用者アンケート実施 期間：１１月６日～１２月６日 

図書館利用者懇談会  １月２９日（土）中止 

利用者アンケート結果館内掲示  ２月９日（水）～ 

＜市役所各課との連携による企画・展示＞ 

●医療カレンダー作成・配布 月１回（各施設） 

  文化財・生涯学習課 

●投句箱設置（カウンター）（高浜虚子記念館） 

●政所新二氏彫刻作品展示１０月１日～ 

●高原美術館「山口マオの世界」 

１２月１８日（土）山口マオ氏ギャラリートーク 職員派遣２名 

１２月１９日（日）出張おはなし会（子ども３名大人４名） 

１２月２５日（土）出張おはなし会（子ども３名大人１０名） 

●古文書調査室 「柴山みすゞ」展示のため資料借受 ２月８日～ 

企画課 

●鹿革製品ロゴマーク投票（４月２日～４月２０日） 

●SDGS展示 入口 ８月６日～（一か月毎）ミッション１からスタート 

●広報こもろコラボ展示「島崎藤村『初恋』」１０月２２日～  

都市計画課 

●スマートカート「egg」試乗チケット発行受付（４月１４日～５月２９日） 
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スマートカート「egg」チケット発行受付（９月１７日～１１月２１日） 

●「フォトコモロ ポスター展示」すみれのひろば ９月３０日～１１月２１日 

連携展示「写真のむこうのモノガタリ」ひだまり企画棚１０月１日～ 

●「小諸市まちなかポップアップ＆Go DX社会実験」のためのインタビュー 

  健康づくり課 

●「令和３年度ウオーキングポイント」図書館受付開始 ５月７日～ 

●「脳いきいき教室『回想法～どこコレ？小諸篇～』 １０月２７日（水） 

場所 こもテラス   参加者 １８名 

子ども育成課 

●「上田乳児院パネル展示」３月４日（金）～３月３０日（水） 

募金箱設置 

●「ゆうちゃんに心臓移植を」企画課 

●「赤い羽根共同募金」社会福祉協議会 

●「トンガ災害募金」企画課 ２月１４日～ 

●「ウクライナ支援募金」企画課 ３月８日～ 

＜小学校・中学校・高校等＞ 

●東小学校より 展示のため「青い目の人形」借受（５月３１日～ 

●市内小中学校司書会：４月２３日（金） 

        １２月１４日（火）東中学校 

●図書館教育委員会：７月５日（月）千曲小学校 

         １２月１１日（金）坂の上小学校 

●市内高校連携会議：７月１６日 

●芦原中学校 POP展示「キャッチコピー選手権 入賞作品」１２月３日～２８日 

＜各種受入＞ 

●園外保育  

さくら保育園、小諸幼稚園、南保育園、野岸幼稚園（年長組）、芦原保育園  

しらかば幼稚園 

●異業種研修 

東小学校より１名 ７月２７日・２８日 

小諸養護学校より１名 ８月２日・３日 

●図書館実習 

上田女子短期大学より１名 ９月１日～８日 

＜県立長野図書館/県内図書館＞ 

●これからの公共図書館研究会（全県）オンライン 

図書館サービス部会、デジタル活用部会、資料活用・レファレンス部会 参加 

●サテライト会場として（ひだまりのひろば） 

１．７月２６日（月）塩尻市立図書館「本の寺子屋」『地域と人に寄り添う図書館』 

      講師：手塚美希氏（紫波町オガール）参加者 ６名 

２．８月３日（火）塩尻市立図書館「本の寺子屋」『学校図書館の充実と活用』 



11 

 

講師：小谷田照代氏  参加者 ６名 

３．１０月１５日（金）「長野県公共図書館館長研修会」 参加者 ７名 

４．１１月６日（土）「長野県図書館大会 基調講演」講師：斉藤幸平氏 

    ５．１１月２３日（火・祝）「全国高等学校ビブリオバトル『第８回長野県大会』」 

      塩尻市立図書館配信 

●長野県電子図書館 DXワーキンググループ会議（オンライン）８回  

●マックスハブ納品 ９月２８日（火） 

ロータリークラブより県立長野図書館へ寄贈→市立小諸図書館へ 

    １０月１９日（火）マックスハブ贈呈式 

●佐久市中央図書館 

「柴山みすゞ」展示のため山室静文庫より貴重資料借受 ２月２２日～ 

 

（７）ボランティア活動の受入 

・読み聞かせボランティア（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：毎週火曜日 

   ・修理ボランティア ２名活動 

   ・製本ボランティア ルリユール（ボランティア）活動休止 

   ・工作ボランティア クリスマスプレゼント制作  

 

（８）研修会等 

＜職員防災防犯講習会＞ 

１．実施日 ５月２０日（木） 

     「小諸市の防災」  講師：小山係長（文化財・生涯学習課） 

２．実施日 １０月２１日（木） 

    「その時どうする？ワークショップ」 

     地震、急病、利用者間トラブル 各ケースでの対応 WS 

＜各自講習・研修会＞ 

５月２３日  史学会オンライン講座受講 ２名 

   ６月１１日  ジャパンサーチ講習会 １名 

   ７月１１日  県立長野図書館「どこコレ？研修会」２名 

   ７月２８日  理科読研修 ２名 

   ８月５日   長野県図書館協会ステップアップ研修「動画による調べ方案内」２名 

   １２月１２日 県立長野図書館オンライン講座「災害情報を伝える」１名 

   ２月２６日  県立長野図書館オンライン講座「Wikipedia Lib＠信州＃０４」１名 

   ３月１６日  小諸市健康づくり課オンライン研修２名 

   ３月２３日  電流協「電子図書館調査報告書発刊記念フォーラム」１名 
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（９）資料作成 

「小諸発電所と西浦堰堤（西浦ダム）」 

   「小諸市市長選関連記事 令和２年４月５日公示１２日投開票」 

   「布引鉄道関係資料」 

   『こもろ散歩』 

   「野岸小学校周辺」/「坂の上小学校周辺」/「水明小学校周辺」/ 

「千曲小学校・川辺地区」/「東小学校・北大井地区」/「美南が丘小学校・南大井地区

＜地域資料デジタルアーカイブ令和３年度事業＞ 

寄附金を活用し、地域資料のデジタル化を実施  書籍２５点 地図２１点 

 

（１０）その他 

●第７１回長野県図書館大会（オンライン開催） 

日 程 １１月６日（土） 

   主会場 駒ヶ根市 

●令和３年度佐久地域公共図書館運営連絡会 

    １．日 程 ７月７日（水）１３：３０～ 

      場 所 佐久市中央図書館 

２．日 程 １２月１５日（水） １３：３０～ 

      場 所 佐久市近代美術館 

      内容  長野県協働電子図書館について 

●視察・見学 

    〇佐久市立中央図書館 バックヤード見学２名 １０月１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 

小諸市の教育を愛する会 

内 容  約４万 児童書購入 

（２）木村熊二 書付 

    書庫より発見 

「小諸義塾と人物」展示の際 ガラスケースに展示 

  


