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令和４年度図書館運営計画 

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 

・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 

・システム更新/蔵書点検 ９月１７日～１０月１日（予定） 

・臨時休館 １０月２日（電気設備点検） 

（２）館の業務 

①図書の貸出関係 

●図書の貸出し、返却（１０冊/２週間貸出） 

●「図書館利用者カード」の登録・発行（３年ごとに更新） 

＊初回登録時無料、再発行は実費（５０円） 

●ノートパソコン、タブレットの貸出し 

●視聴覚ブースの貸出し 

   ●督促 

   ●医療センター出張貸出し（連携会議の中で判断 現在は休止中） 

②閲覧図書・資料等の購入及び登録配架業務 

   ●毎週計画的に購入 

●書誌や所蔵の登録、図書の装備、配架 

  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 

●レファレンス協同データベース事例登録 

●複写サービス（モノクロ複写 １０円、カラー複写 ５０円） 

●蔵書検索サービス 

●予約リクエスト受付サービス（当館に所蔵のある資料） 

●データベースの提供 

・信濃毎日新聞（平成元年～現在） 

・国立国会図書館デジタルコレクション 

※５月１９日～個人送信可能に（個人で登録が必要） 

・小諸市地域デジタル化資料 

④長野県「市町村と県による協働電子図書館」 ８月５日開始 

６月５日より利用登録受付開始 

⑤団体貸出業務 

Ⅰ 配本団体貸出 子どもセンター、東児童館、東保育園、保健センター 

資料３ 
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           水明児童館、野岸クラブ 

Ⅱ 地域文庫   氷文庫 

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 

   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 

⑥広報活動 

●小諸市ホームページ 

●広報こもろ「図書館ひろば」 

   ●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 

   ●中高生向け「きらめき通信」発行 

  ⑦蔵書点検 ※システム更新の日程によって変更有 

 

２．館の事業 

（１）市立小諸図書館協議会 

（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か月健診時の待ち時間 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） 

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  

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 

④プレパパ教室 本の紹介：年３回 

（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 

・おはなしきしゃポッポ ：毎月第３金曜日１０：３０～１１：００ 

＜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 

・おはなし玉手箱    ：毎月第２日曜日 １０：３０～１１：００ 

＜小学生おはなし会＞ 

不定期開催（祝日等）１０：３０～１１：００ 

４月２９日、５月２９日、７月１８日、１０月１０日、１１月３日、 

１月９日、２月２３日 

＜出張おはなし会＞※新型コロナの感染状況による 
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●こもロッジ 毎月 

●東児童館 配本貸出日に実施 

●野岸幼稚園 年１回 

●水明児童館 夏休み期間 

＜高齢者施設でのおはなし会＞※新型コロナ感染予防のため休止中 

●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  要相談 

●団体貸出配本時：タウンコートのぞみ「朗読会」 要相談 

＜イベントに合わせての開催＞ 

●クリスマスおはなし会  ：１２月２５日（土） 

＜絵本専門士による大人のためのお話し会＞  

奇数月第４火曜日  １０：３０～１１：００ 

 

（４）子ども読書活動推進計画研修会/講習会 

●読み聞かせ講習会 

５月２１日（土）１０：００～「学校読み聞かせボランティア入門」 

１０月８日（土）１０：００～「読み聞かせステップアップ講座」 

●わらべうた講習会  ６月１１日（土）１０：００～ 

講 師：堀内 京子先生 

●子ども読書活動推進研修会  １２月１０日（土） 

 

（５）交流会 

＜読み聞かせボランティア交流会＞ 令和５年２月１１日（土） 

場 所 市立小諸図書館すみれちゃんのへや 

 

（６）講演会、講習会、イベント、展示その他 

●ひだまりサロン 

実施日 毎月１回（週末の１５時頃から３０分程度） 

    内 容 様々な活動の実演と関連本の紹介 

●子どもの日 ５月５日（木・祝） 館内で各イベント 

●ブックスタート研修会 ４月２１日（木） 

内容  ブックスタートボランティアとは 

●好きな香りとベストブック ５月２７日（金）～２９日（日） 

●リサイクル本市 ６月２５日（土）・２６日（日）１３：００～１５：００ 

場 所 交流センター会議室１・２・３ 

●文化講演会 ７月３１日（日）１３：３０～１５：００ 

講 師 堤隆氏 

場 所 交流センターステラホール 
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●夏休みイベント ８月１１日（木・祝） 

●すみれちゃんおはなしの森フェスタ １０月２２日（土）・２３日（日） 

内 容 各種読み聞かせグループによるおはなし会 

●ロウドクノセカイ  １１月２３日（水・祝）１３：００～１５：００ 

場 所 市民交流センターステラホール 

●工作イベント 

〇第１回：５月５日（木・祝）「鯉釣り」 

    〇第２回：令和５年２月２５日（土） 

●すみれちゃんキッズクラブ 

    〇第１回：４月２３日「図書館地下ツアー」 

    〇第２回：５月２８日「館内を探検しよう！」 

    〇第３回：７月２３日「ブックカバーをつくろう！」 

    〇第４回：９月３日「読み聞かせをしよう！」 

    〇第５回：令和５年１月１４日「本を選ぼう！」 

〇第６回：令和５年２月１８日「キッズクラブコーナーをつくろう！」 

●雑誌付録の抽選会 １２月１８日（日） 

●企画展示  季節、行事にあわせた展示や企画の実施 

●つなが LIB  

●「図書館ノート」設置（すみれのひろば） 

●ひな人形展示 

 

（７）他施設・他団体との連携 

  随時対応 

●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） 

●こもろ医療センター 

●佐久医療センター 「がん相談」 

奇数月第３水曜日１３：３０～１５：００ こころとからだのひろば 

●出前講座 依頼に対応 

「こんにちは！市立小諸図書館です」 

「モノガタリを楽しもう！」 

「探検！発見！図書館ツアー」 

「図書館職員と学ぼう！地域の歴史」 

＜協働事業＞ 

●図書館友の会 

定例会議：毎月第１土曜日１３：００から開催 

環境部会 排架ボランティア、テラス草取り 

街角 booksこもろ部会 

「朗読のひととき」偶数月第４水曜日１５：００～ 

読書会「つながる図書館」猪谷千香著 友の会の後 実施 
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イベント部会 

●図書館利用者懇談会 

    市立小諸図書館利用者アンケート １１月１日～３０日 

図書館利用者懇談会 １月２８日（土） 

＜市役所各課との連携による企画・展示＞ 

随時対応 

●都市計画課 

信州こもろ・こま～す スタンプラリーキャンペーン 

●健康づくり課 

健康達人くらぶ８月（各地区/社会福祉協議会） 

●パブリックコメント募集等設置場所 

＜小学校・中学校・高校＞ 

●図書館教育委員会 

●市内小中学校司書会 

●市内小学校への読書旬間支援 

●中高生対象「POPを描こう！」募集 

＜各種受入＞ 

●園外保育 

●社会科見学 

●職業体験 

●実習/インターンシップ 

デュアル実習 小諸商業高等学校６月～ 

 

（８）職員研修 

木曜共有日「３０分研修」９：００～９：３０ 

●木曜共有日自主研修＞１３：００～１４：００ 

・７月７日 検索研修 

    ・１０月２０日 防災研修 

・その他予定  ９月１５日、１２月１５日、１月１９日 

 

（９）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） 

   高齢者対象（しののめ・桜花７名、タウンコートのぞみ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 破損本の修理：毎月第４金曜日 

●製本ボランティア※新型コロナ感染予防のため休止中 

●その他必要に応じて募集・受入 
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（１０）その他 

●長野県公共図書館長会議 

日程 ６月３日（金） 

会場 須坂市 

オンライン参加 

●長野県図書館協会佐久支部総会 

日程 ６月２８日（火） 

●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７２回長野県図書館大会 

   日 程 １０月２９日（土） 

   会 場 飯田市 

●これからの公立図書館研究会（県立主催） 

    図書館サービス部会 

    学校支援部会 

    デジタル活用部会 

    資料活用・レファレンス部会 

●市町村と県による協働電子図書館運営委員会（月１回） 

●佐久地域公共図書館運営連絡会 （未定） 

    

 


