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令和３年度 中央図書館事業報告 

 

●休館期間 

・令和３年６月 14日（月）～７月２日（金） 内装・外壁改修工事 

・令和３年８月 27日（金）～９月 30日（木） 新型コロナウイルス感染拡大防止に

より臨時休館 

・令和４年３月 24日（木）～３月 31日（木） 特別資料整理期間 

 

 

（１）講座・教室 

NO. 講座・教室の名称 日 時 参加者 

１ 

読書感想文書き方講座 
R３.７.21(金) 

10：00～12：00 

町内小学３・４年生 

15名（保護者の見

学有） 

内容：読書感想文の書き方のポイントを学ぶ。 

講師：鷹見 みゆき氏（元小学校教員） 

２ 

「南吉さんから常民さんへ 

～六通の手紙～」講座 

R３.８.２（月） 

 10:00～11：30 

町内小中学校教員９

名、学校図書司書 

１名 

内容：平成 30 年度に町政 70 周年を記念して発行した小冊子「南吉さんから

常民さんへ～六通の手紙～」を学校で活用する方法を伝える。 

講師：鷹見 みゆき氏（元小学校教員） 

３ 

読書感想文相談講座 
R３.８.６(金) 

10：00～12：00 

町内小学３・４年生

３名（保護者の見学

有） 

内容：児童が書き上げた読書感想文について、講師がワンポイントアドバイ

スを行う個別相談式講座。 

講師：鷹見 みゆき氏（元小学校教員） 

４ 

本の修理講座 
R３.８.14(土) 

14：00～16：00 

一般８名、 

ボランティア４名、 

よむらびｻﾎﾟｰﾀｰ３名 

内容：本の構造・修理方法を学び、実際に本の修理を体験する。 

講師：１級製本技能士 田中 稔氏 

５ 

連続 絵本の読み聞かせ・ 

 わらべうた講座 
R３.９.10・17(金) 【中止】 

内容：子どもを対象とした絵本の読み聞かせのポイント、絵本の選び方、わ

らべうたの基本について学ぶ。 

講師：山口 陽子氏（元美和町図書館職員） 

資料１ 



2 

６ 

「紙芝居の世界 

～理論と演じ方～」講座 

R３.10.８(金) 

10：00～12：00 

一般１名、ボランテ

ィア６名、保育士１

名 

内容：紙芝居の特性、絵本との違い、演じ方、選び方について学ぶ。 

講師：紙芝居文化の会 道山 由美氏 

７ 

連続 親子で色紙作り講座 

～手型足型の成長記録～ 

R３.11.19・26(金) 

10：00～11：30 

４ヶ月から３歳まで

の子どもと保護者 

３組 

内容：色紙に子どもの手型足型をとり、メッセージを添えて作品を作る。 

講師：戸田 恵春氏 

８ 

年賀状に活用！ 

消しゴムはんこ手作り講座 

R３.11.27(土) 

10：00～12：00 

 

町内小学４年生以上 

10名 

内容：内容：年賀状を意識したデザインの消しゴムはんこを作る。 

講師：本間 千晶氏 

９ 

収納から考えるインテリア講座 
R４.１.28（金） 

14：00～15：30 
一般 17名 

内容：見栄えよく片付けるためのインテリアのポイントを学ぶ。 

講師：インテリアコーディネーター 坂野 民枝氏 

 

10 
PP バンドで世界に一つのブック

バッグを作ろう講座 

R４.２.12（土） 

13：00～16：00 
一般 ５名 

内容：PPバンドで本を入れるブックバッグを作る。 

講師：平田 哲氏 

 

（２）イベント                   

イ ベ ン ト 名 開 催 日 内  容 参加者 

ぬいぐるみ 

おとまり会（春） 

ぬいぐるみだっこで 

おはなし会 

R３.５.２(日)15：00 

ぬいぐるみお迎え 

R３.５.４(火) 

～９(日) 

ぬいぐるみと共におは

なし会を実施後、預か

ったぬいぐるみが閉館

後の館内で過ごしてい

る様子を撮影。後日、ぬ

いぐるみ返却時にアル

バムのプレゼントとお

すすめの絵本を貸し出

す。 

子 ど も

８名 

保護者

７名 

ぬいぐるみ 

おとまり会（秋） 

ぬいぐるみだっこで 

おはなし会 

R３.10.30(土)15：00 

ぬいぐるみお迎え 

R３.11.２(火) 

～７(日） 

子ども 

 ９名 

保護者 

見学者 

７名 

子どものための 

DVD上映会① 

R３.７.24(土) 

14：00～15：30 

「ピーターパンと魔法

の本」の上映 

５名 
（うち子ど

も４名） 
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大人のための 

DVD上映会① 
R３.９.11(土) 

「マチネの終わりに」 

の上映 
【中止】 

於大公園 de図書館 
R３.10.23(土) 

14：00～15：00 

於大公園で読み聞かせ

や工作を行う。 

子ども、

保 護 者

11名 

よむらびコンサート 
『夜の図書館でジャズ

演奏による大人なひと

ときを♪』 

R３.11.13(土) 

18：30～19：30 

森谷ワカ Trioによる 

ジャズコンサート 

一般 

47名 

大人のための 

DVD上映会② 

R４.１.14(金) 

14：00～15：30 

「最高の人生のつくり

方」の上映 

一般 

７名 

よむらびコンサート 

『図書館で弦楽四重

奏による優美なひと

ときを♪』 

R４.２.19(土) 
弦楽四重奏によるコン

サート 
【中止】 

子どものための 

DVD上映会② 

R４.３.５(土) 

14：00～15：30 

「おしりたんてい」の

上映 

 

よむらびカフェ 

R３.４.17(土)【中止】 

R３.７.３(土) 

R３.７.31(土) 

R３.10.２(土)【中止】 

R３.12.18(土)【中止】 

正面玄関の外のスペー

スで、コーヒーなどの

移動販売車を導入し、

１階フロアを飲み物可

とした。 

 

※よむらびカフェの４/17は悪天候につき中止。12/18は、販売業者都合により中止。 

また、10/２は新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止とした。 

 

 

（３）開館 30周年記念 

イベント名 開催日 内容 

開館 30周年記念 

トートバッグ販売 

R３.７.３(土) 

～ 

R４.２.24(木） 

開館 30周年を記念して、「よむらび」

のイラストが入ったオリジナルデザ

インのトートバッグを 500個作製し、

1 個 300 円（税込）で館内販売した。

また、図書館のイベントの景品や『東

浦町読書感想文・感想画コンクール』

の受賞者記念品として配付も行った。 
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新視聴覚・ブラウジン

グコーナーオープニン

グセレモニー 

R３.７.３(土) 

内装を一新した視聴覚ブラウジング

コーナーのオープンを記念し、セレモ

ニーを開催した。一般公募した新コー

ナーの愛称「ゆめらびコーナー」の発

表、テープカット等を行った。同日よ

り、当コーナーの利用を開始した。 

開館 30 周年記念イベン

ト『絵本作家 わたなべ

ちなつさんと一緒につ

くろう！かがみのしか

けの海の仲間たち』 

R３.７.18(日） 

絵本作家わたなべちなつさんを講師

に招き、小学生までの子ども 30 名を

対象としたトークやワークショップ

のイベントを開催した。ワークショッ

プでは、鏡のしかけを用いた海の生き

物カードづくりを行った。 

 

 

（４）会議 

東浦町中央図書館協議会 R３.６.18(金) R４.３.23（水） 

東浦町子ども読書活動推進会議 R３.６.23(水) R４.３.16（水） 

 

 

（５）よむらびフェスタ 

日 時  令和３年７月 31日(土)  

※催し物ごとに事前申し込み制で実施。  

№ 催 し 物 
出展 

グループ名 

１ 工作「紙コップで動くどうぶつ作り」 いちご 

２ 大型紙芝居の読み聞かせ『あめふりうります』ほか ピッピ 

３ 楽しいお話会 絵本、パネルシアターお話、大型紙芝居 こもれび 

４ 人形劇『すてきなバスケット』ほか、人形劇人形の展示 グレープ 

５ おはなし会 ねことねずみに関するお話 ハイジ 

６ 童話作品の展示と無料配布 東浦童話の会 

７ おすすめの推薦図書を紹介する展示 東浦読書会 
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（６）図書のリサイクル               （ ）内は事前譲渡の数 

NO. リサイクル名称 
提供 

冊数 

譲渡 

冊数 
譲渡率 

１ 

本のリサイクルフェア 

R３.４.17(土)～５.７(日) 3,188冊 
2,871冊 

90.0％ 

内 団体事前譲渡 11団体 （353冊） 

２ 

雑誌のリサイクルフェア 

 R３.８.21（土）～26(木) 2,892冊 
1,693冊 

58.5％ 

 内 団体事前譲渡 11団体 （298冊） 

３ 

本のリサイクルフェア 

R３.11.13(土)～11.28(日) 4,274冊 
3,520冊 

82.3％ 

内 団体事前譲渡 18団体 （611冊） 

 

（７）読書感想文・感想画コンクール 

①応募点数（単位：点） 

種別 感想文 感想画 

部門 応募点数 自由 課題 応募点数 自由 指定 

小
学
校 

低学年の部 273 216 57 908 513 395 

中学年の部 260 203 57 938 612 326 

高学年の部 213 167 46 967 916 51 

小学校計 746 586 160 2,813 2,041 772 

中
学
校 

中学校の部 836 740 96 85 82 ３ 

中学校計 836 740 96 85 82 ３ 

高校・一般の部 172 172 - - - - 

合 計 1,754 1,498 256 2,898 2,123 775 

 

②表彰点数（単位：点） 

種 別 感想文（自由・課題） 感想画（自由・指定） 

部 門 
久松 

潜一賞 

最優

秀賞 
優秀賞 優良賞 

最優

秀賞 
優秀賞 優良賞 佳作 

小
学
校 

低学年の部 １ １ ４ ８ １ ４ ４ 19 

中学年の部 １ １ ４ ８ １ ４ ４ 19 

高学年の部 １ １ ４ ８ １ ４ ４ 19 

中学校の部 １ １ ２ ３ １ ４ ４ ９ 

高校・一般の部 - １ ２ ２ － - - - 

合 計 ４ ５ 16 29 ４ 16 16 66 
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③ 審査会 

感想文 令和３年９月 16日(木)、感想画 令和３年 11月９日(火) 

④ 感想画作品展 

令和４年 1月５日(水)から２月６日(日)まで ゆめらびコーナー 

⑤ 表彰式 

令和４年２月５日(土)（会場：勤労福祉会館）【中止】 

 

 

（８）よむらびプロジェクト 

NO. プロジェクト内容 期  間 実 績 

１ 
よむらび七夕 R３.６.１(火)～R３.７．７(水) 

短冊：222枚 
よむらび短冊に願い事を書いて笹に飾る。 

２ 

よむらび読書ポイント 

キャンペーン 
R３.７.３(土)～R４.２.27(日） 

達成者：693人 

本を借りてポイントためるとよむらびグッズをプレゼント。 

３ 
よむらびＰＯＰ 

募集 R３.11.２(火)～R４.１.30(日) 

展示 R４.２.15(火)～R４.３.23(水) 
掲示：149枚 

おすすめ本をＰＯＰに書いてみんなに紹介、シールを進呈。 

４ 

よむらび年賀状 R３.11.30（火)～R３.12.22(水) 

年賀状：63枚 よむらびに年賀状を出すとお正月によむらびから年賀状が届

く。 

５ 
よむらびすごろくの配布 

R３.11.30（火)～ 

無くなり次第終了 配布数：86枚 

よむらびすごろくを 1階カウンター前で配布。 

６ 
よむらびぽち袋の配布 

R３.11.30（火)～ 

無くなり次第終了 
配布数：257枚 

よむらびぽち袋を 1階カウンター前で配布。 

７ 

よむらび絵馬 R４.１.５（水）～R４.１.30（日） 

祈願数：28枚 
よむらび神社を設置し、絵馬に受験への意気込みや、受験生

への応援メッセージを記入して、合格祈願をする。 

８ 

よむらび福袋 
R３.12.24（金）～ 

無くなり次第終了 
用意数：20袋 

職員おススメの本３冊を一袋として、一般向け・児童向けに

それぞれ 10袋ずつ用意し、貸し出す。 

９ 
図書館キャラクター「よむらび」の活用 

よむらびこいのぼり、よむらびクリスマス布飾り、よむらびひなまつりの展示 
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（９）定例おはなし会（５～６月、９～10月、２～３月は休館または、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、中止） 

  ・話し手 ボランティアグループ：ハイジ（会員９名）当番制 

       ボランティアグループ：こもれび（会員 10名） 〃 

       よむらびサポーター・図書館職員（第２土曜日） 

  ・日 時 第１～４水曜日 午前 11時から午前 11時 30分まで(乳幼児対象） 

       第１～３土曜日  午後２時 30分から午後３時まで（対象制限無し）  

  ・会 場 おはなしコーナー 

  ・参加者  延べ 310名 （１月末現在 37回） 約８人／回 

   ※お外も図書館実施０回 

 

 

（10）クリスマス会 

・日 時 令和３年 12月 18日(土) 午前 10時から 14時 00分まで 

・参加者 延 71名  

・会 場 大会議室 

※催し物ごとに事前申し込み制（各定員 20名 保護者同伴可）として実施。 

№ 催 し 物 出展グループ 

１ 
ミュージックベル 

「クリスマスソングメドレー」始め７曲 
アマビーレ 

２ 工作「ボトルランプ作り」 いちご 

３ 読み聞かせ「ハッピークリスマスおはなし会」 こもれび 

 

 

（11）ブックスタート事業 

  ・協 力 読み聞かせのできるボランティア（各回 2名程度） 

  ・日 時 ４、７、11、12月の４か月児健診日 

（上記以外の健診日は新型コロナウイルスの影響により、保健センター 

職員にて実施）   

・場 所 保健センター 

  ・対 象 ４か月児健診に来た保護者と乳児 

  ・内 容 健診の待ち時間に説明と読み聞かせ、絵本引換券の配布を行う。 

       （来館時に絵本との交換。） 

              １歳６か月健診時は、絵本引換券の配布を行う。 

 

 

（12）図書の修理（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部期間中止） 

  ・協 力 製本ボランティアグループ：はなぎれ（会員９名） 

  ・日 時 毎週木曜日午前 10時から正午まで 

  ・場 所 本の修理  385冊（１月末現在 18回・延べ参加者 79名） 
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（13）図書館ボランティア 

・期 間 ７月 10日(土)から 12月 18日(土)まで 

  ・参加者 81名：(小学生 33名、中学生 18名、高校生 32名) 

       延参加人数 108名 実施日数 29日 

  ・内 容 返却本の点検・排架、書架の整理作業、図書修理 

リサイクル本の整理(シール貼り)、など 

 

 

（14）図書館見学 

№ 学校名 日 程 参加者 

１ 片葩小学校 ３年生 R３.６.２（水） 66名 

２ 卯ノ里小学校 ３年生 R３.６.９（水） 41名 

３ 森岡小学校 ３年生 R３.７.16（金） 78名 

４ 緒川小学校 ２年生 R３.10.26（火） 61名 

 

 

（15）特 集 展 示                ◎は翌月も継続して実施 

月 
特 集 展 示 

子ども向け 一般児童混合 一般向け 

４月 
ぴかぴかの１年生におすすめ 

外国語絵本 

習いごとを始めよう（習いご

と、資格取得） 

資料館コラボ 

堂場瞬一作家デビ

ュー20周年 

５月 
再発見！日本！ 

（日本の文化・行事） 

お外を楽しもう（キャンプ、寺

巡りなど） 

エリック・カール追悼 

パパ・ママ特集◎ 

６月 
環境絵本  

野菜を育てよう 

課題図書（８月まで） 

男女共同参画 

環境月間 SDGｓ 

資料館コラボ 
 

７月 
虫特集 

夏休みの自由研究の本◎ 

海の家◎ 

オリンピック◎ 

本を大切に 

オリンピックを小

説で楽しむ◎ 

８月 
平和について考えよう 

緑陰図書 
  

９月 芸術の秋（中止） 
認知症への理解を深めよう（中

止） 
 

10月 
昨年度１回も借りられなかっ

た新刊本 

司書の本棚で紹介した本 

セントレアタイアップ 
GO TO読書 

11月 低学年におすすめの本 あったかい鍋・煮物 
2020、2021年に亡

くなった方特集◎ 

12月 クリスマス特集 障がい関連の本  

１月 初笑い 温泉 
祝しゃばけ 20 周

年畠中恵特集 

２月～

３月 
昔話（鬼を中心に）◎ 

バレンタイン・ホワイトデー

（手作りお菓子・手芸）◎ 

資料館コラボ 

中国を舞台にした

小説◎ 
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（16）子ども読書活動推進計画  

  ・第三次計画（2019.4.1～2024.3.31）に基づく取り組みを実施 

  ・町内３年生・４年生の児童にアンケートを実施（11月） 

   

（17）学級文庫充実事業 

  ・中央図書館の閉架の本を学級文庫として貸し出す。希望校各学期 150冊 

   希望校６校：藤江小学校、生路小学校、片葩小学校、石浜西小学校、 

卯ノ里小学校、緒川小学校 

 

（18）学校図書館サポーター連携事業 

  ・学校図書館サポーター３名と中央図書館指導員と図書館司書補が情報交換を行

ない、図書館資料の活用と学校図書館の充実を図る。隔月開催。 

 

（19）雑誌スポンサー制度 

  ・図書館の雑誌カバーに広告を掲出し、町に変わって雑誌代金を支払ってもらう

制度。 

   スポンサー：５件 

雑誌タイトル：サライ、健康、趣味の園芸、ESSE、この本読んで 

 

（20）有料広告の掲載 

  ・図書館内の有料広告掲示スペースを５枠設け、ポスターなどの広告掲載を行う。 

   広告企業：４社 

 

（21）居場所づくり事業 

  ・２階和室を常時開放して、ひきこもりの方、外国人の方等が安心して過ごせる 

「居場所」を提供した。 

居場所利用者数： 201人（２月末日現在） 

 

（22）ぐるぐる図書館 in東浦 

・住民がオーナーとなり、所有している本を自宅や店舗に設置して、来訪者に公

開する活動。 

 

（23）よむらび着ぐるみ作成と活用 

 ・図書館キャラクター「よむらび」の着ぐるみを図書館や町内のイベント等で活

用し、PRに繋げる。 

活動回数：５回（１月末現在） 

活動場面：館内、石浜西小学校 
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（24）よむらびサポーターの活動 

・個人でボランティア活動を行う図書館サポーターを募集し、各自興味のある活

動に自分のペースで参加した。 

登録者数：16名 

活動実績：延べ 43回 

活動内容：本の排架、本の修理 など 

 

（25）読書通帳 

  ・自分が借りた本のタイトルを記録する読書通帳を配布。高校生以下には１冊 

（本 30冊分）達成した場合に、よむらびグッズをプレゼント。 

 配布方法：図書館またはホームページからダウンロード 

 

（26）内装・外壁改修工事 

１階視聴覚コーナー及びブラウジングコーナー全面の再編工事と図書館北側の

外壁工事を行った。 

 

（27）外灯 LED照明改修工事 

図書館駐車場の外灯を LED照明に付け替える工事を行う。（R４.３実施予定） 

 

 

 


