2020 年度 図書館活動について

～ 振り返り ～ ［2 月末まで］

Ⅰ活動状況
（1） 館内活動
① 資料登録・貸出・返却・除籍業務
② 利用者さんからのリクエスト本対応-相互貸借、購入
③ レファレンス
④ 展示
▼自館資料、県立図書館より、セット貸しなど資料を取り寄せ、さまざまな展示をしている。
本館 ： 展示コーナー 5 か所
毎月テーマを決めて２つの展示、ケーブルテレビ紹介本、季節の絵本など展示。
大正分館 ： 展示コーナー
一般室 2 か所 季節・テーマ展示、ケーブルテレビ紹介本展示。
児童室 3 か所 季節、テーマにあわせて展示

⑤図書館でのおはなし会
▼職員を中心に行っている。 職業体験生にも実習として行ってもらうこともある。
ボランティアえほんのはこのメンバーにも 読み聞かせ等を行ってもらっている。

⑤-1 おはなし会 2020 年度はコロナ感染対策のため、4 月 5 月を中止。
本館 ：

おはなしの森 / 開催日時：土曜日 午後 1 時 30 分～2 時
/日曜日 午前 10 時～10 時 30 分
参加者数 128 名（うち児童 87 名 保護者 41 名）

大正分館 ： おはなしだいすき / 開催日時：土曜日 午前 11 時～11 時 30 分
参加者数 157 名（うち児童 105 名 保護者 52 名）

⑤-2 クリスマス会 2020 年度はコロナ感染対策のため中止
▼職員手作りのクリスマスプレゼントを用意し、通常のおはなし会のあとお楽しみとして渡す。

本館 ： おはなしクリスマス会
大正分館 ： としょかんのクリスマス会

⑤-3 ぬいぐるみおとまり会（子ども読書週間行事）
本館

: 開催日時：5 月 2 日（土） 2020 年度はコロナ感染対策のため中止

⑤-4 こわいおはなし会 2020 年度はコロナ感染対策のため中止
▼“えほんのはこ”参加者が語り手となり、子どもを対象としたストーリーテリングのおはなし会。

⑤-5 大人の楽しむおはなし会 2020 年度はコロナ感染対策のため中止
⑥秋の読書週間行事
読書感想画・郵便作品展

10 月 31 日募集締めきりで町内の小学校と共催で行っている

▼今年度も美術館を飛び出して展示を行った。
窪川地区：役場庁舎ロビー

1/27（水）～2/15（月）
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大正地区：四万十町立図書館大正分館 1/27（水）～2/4（木）
十和地区：十和地域振興局

2/6（土）～2/15（月）

⑦子どもに絵本や読書の橋を架ける連続講座
▼県内から講師の方をおむかえし絵本や読書に興味のある方対象に講座を行っている。
日程

講座名 （内容）

講師

場所

参加
費

1

2

3

4

9 月 19 日（土）

お気に入りの本にブックコートを

13：30～15：00

かけてみませんか

10 月 31 日（土）

図書館職員
四万十町立昭和小学校

本は応援してくれる友だち

14：00～16：00

教論森

建築家、設計事務所

11 月 21 日（土）

いまはまだない世界を

14：00～16：00

みつけるために

中止

「四万十の山の中で愛を叫ぶ

スターパイロッツ

三浦 丈典
高知市在住絵本作家

ハートに灯をつけろ」

2 月 23 日（火）

小笠原 まき

～アロマジェルキャンドルづくり～

13：00～14：30

寛暁

大正分
館
本館 2F

東庁舎
1階
十和地域
振興局

無料

無料

無料

有料

⑧読み聞かせボラティア勉強会 えほんのはこ
▼講師に秋本美津先生をおむかえして、読み聞かせボランテイア、本館、大正分館職員で行っている。
毎月第２土曜日（午後２時～４時）本館 2F

日
第１回

程

４月 11 日（土）

基本図書作者と内容
・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ、
質問＆座談会、年間スケジュール

第２回

５月

第３回

６月１３日（土）

・おすすめの本を紹介（持ち寄り）

＊時間変更あり

・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・リレーおはなし会内容決め

14：30～16：00

・質問＆座談会、年間スケジュール

７月１１日（土）

・おすすめの本読んで紹介（持ち寄り）

第４回

9 日（土）

＊時間変更あり

・ストーリテリング基礎講座

・質問＆座談会、年間スケジュール

14：30～16：00

第５回

８月

第6回

9 月 27 日（日）

第７回

１０月１０日（土）

・基本図書①

山脇百合子

第8回

１１月１４日（土）

・基本図書②

基本図書を読んだ感想

８日（土）

・手作り小物

・ストーリテリング基礎講座

・おすすめの本紹介の担当決め
第9回

１２月１２日（土）

・おすすめの本の紹介（持ち寄り）

第 10 回

１月

第 11 回

２月１３日（土）

・著者紹介（ミニ）

第 12 回

３月１３日（土）

・お楽しみ座談会

９日（土）

・内容未定

・おはなし会のリハーサル

・来年度の日程

＊色付きの表はコロナウイルス感染症対策の為お休みさせていただきました。
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④

展示

⑥秋の読書週間

窪川地区
⑦

子どもに絵本や読書の橋を架ける連続講座

大正・十和地区

⑧えほんのはこ

（2） 館外活動
①ブックスタート（乳児７か月検診時に行う）
▼対象児童保護者にブックスタートの説明を行う
本館

：

子育て支援センター（窪川）
偶数月／絵本の贈呈と読みきかせ、図書館の利用登録呼びかけ
奇数月／利用登録呼びかけ

大正分館 ： 大正健康管理センター（大正）
毎月／絵本の贈呈と読みきかせ、図書館の利用登録呼びかけ

②セカンドブックスタート（3 歳半検診時に行う）
▼対象児童保護者に健康福祉課より「絵本引換券」を渡し、図書館での絵本の贈呈と、読み聞かせ実施、
図書館の利用促進を行う。
本館

：

土曜日 14：00～14：30 配布絵本読みきかせ実施

大正分館 ： 大正健康管理センター（大正） 土曜日 11：30～12：00 配布絵本読みきかせ実施

③産業祭

2020 年度はコロナ感染対策のため中止

▼大正・十和地域西部地区産業祭で絵本の読み聞かせ、本のしおりづくりを行う。
今年度開催予定場所： 大正中学校体育館 （大正職員）

④にんぷカフェ （ぽんぽこひろば） 今年度より事業廃止
▼健康福祉課より依頼。妊婦と幼児に手遊びと読み聞かせを行い、出前図書館も行う。
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⑤げんきっこひろば

2020 年度はコロナ感染対策のため依頼なし

▼子育て支援センターより依頼。親子に手遊びと読み聞かせを行う。

⑥出張おはなし会
▼学校以外の団体からの依頼
（本館）2 団体 （川口放課後子ども教室 参加者数 19 名、影野放課後子ども教室 18 名）

（3）学校支援
①出張おはなし会 授業時間をもらい実施。低学年と高学年をわけ、1 時限ずつ行うことが多い。
（本館）

小学校 1 校

（興津小学校（11 月）

（大正分館）小学校 2 校

（昭和小学校（6 月）、十川小学校（10 月）

② ブックトーク
▼2019 年度は依頼がなかったが、毎月行っているえほんのはこの終了後、職員が当番制で実践研修をし
ている。（本館、分館職員）

③

朝の読み聞かせ（朝読書の時間にボランティアさんと同じように実施。学校から依頼あり）
コロナ感染防止のため、学校が休止した月もありながら年間を通じて依頼あり。
（本館、分館職員） 小学校 5 校、中学校 1 校（影野小、東又小、昭和小、川口小、北ノ川小、北ノ川中）

④ 社会科見学 受入れ
本館 ：

小学校 1 校 （窪川小学校 2 年生）

⑤ 職業体験生受入れ
本館 ： 2020 年度はコロナ感染対策のため中止。 ※申し込み校から中止の申し出あり。
大正分館 ： 大正中学校
1 名 2/2～2/4 （3 日間）
北ノ川中学校

⑥ 子ども司書養成講座

1 名 2/16～2/18 （2 日間）

本館 : 小学生 3 名、（窪川小学校）（4 日間）
基礎研修 8/7、8/18
実務研修 9/30
視察研修 2/27（オーテピア）

⑦ 団体貸出
▼職員が準備して各学校へ届けている。冊数、入替頻度は学校と相談し対応。頻度は毎月～2 か月。
本館

： 小学校 2 校 （影野小学校

（毎月 30 冊）、（興津小学校

大正分館 ： 小学校 3 校 （北ノ川小学校

（2 か月ごと計 60 冊）

（2 ｶ月ごと 50 冊）、昭和小学校

（毎月 60 冊）

十川小学校 （毎月 80 冊）

⑨ 資料貸出
▼授業で使う学習資料のリクエスト受付。
本館

： 7 校（小学校 5 校、中学校 2 校）

（窪川小学校 、東又小学校、七里小学校、仁井田小学校、興津小学校、窪川中学校、興津中学校）
大正分館 ： 4 校（小学校 3 校、中学校 1 校）
（北ノ川小学校、昭和小学校、十川小学校、大正中学校）

-4-

（4）団体貸出
▼職員が本を準備し定期的に入替を行っている団体施設数。 （本館、分館職員）
本館：5 か所（うりぼうクラブ、興津支所、十和地域振興局、十川放課後子ども教室、小鳩保育所）
大正分館：2 か所（十和あったかふれあいセンター、立西町民会館）

（5）研修
▼図書館大会ほか県立図書館主催の研修などを初め、さまざまな研修。
図書館が開館中に開催される研修も多いため、参加できないこともあるが、積極的に参加している。

（6）そのほかの活動
2020 年度 実施
1 館内での水分補給を蓋つきの飲み物であれば可能に。（熱中症対策）
2 ブックリサイクルイベントを、密を避け行えるよう「ブックリサイクルミニコーナー」として長期間設置。
（設置場所：本館、大正分館、十和地域振興局）
▼業務の一部でもあるが、図書館の利用向上のため以下の事にも取り組んでいる。
本館
①手記（916）の中で、病気の手記は「闘病記」として医学（490～）に配架。
②夏の間、児童の棚へ感想文コーナーを作成
③開館までの準備時間、棚の清掃の追加。
④本館は開館中に作業が行えない。毎月 1 度休館日に館内整理と棚のリニューアルを行っている
④-1 新着コーナー 棚の配架変更
④-2 新着コーナー 一般書、ポップをつけるコーナーを設置
④-3 見出しを増やす。
④-4 大型本配架見出しについて手直し。
④-5 書庫へ配架変更
⑤美術館内に、展覧会の関連資料を展示。

引き続き行う
1、 無制限キャンペーンの実施
2、 高知県立移動図書館制度の利用（県立巡回文庫・県立セット本貸出）
4、 蔵書点検（毎年 1 回）
5、 督促処理（3 カ月超した方。予約本は随時）
6、 選書会 （毎月２回）
7、 新着リスト作成(毎月 1 回) ※web にも公開
8、 除籍処理
9、 資料配架整理（開架、閉架、展示等）
10、 資料の見出し、ラベル表示整備
11、館内装飾作成
12、図書主任会への参加
13、2 階会議室に置いている町史編纂資料など 町史編纂委員のボランティアによる整備
14、ブックトーク研修会
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15、みんなで作るおすすめ本コーナー
17、オンライン蔵書目録 公開

（7）広報活動
◆四万十町ケーブル放送「ライフ ウィズ 図書館」（毎月）
◆四万十町広報誌
◆四万十町ホームページ
※ほか、番組への依頼などあれば随時、対応

（8）サークル
本館
◆古文書を読む会

/ 第 2 木曜日

◆窪川の歴史を探る会 / 第 3 土曜日
大正分館
◆あみぐるみ教室 / 毎週水曜日 諸事情により今年度はあまり活動されなかった。
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