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令和３年度上半期の図書館の運営状況について  

 

１ 利用状況等 

 昨年度より引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止対策を継続しながらの運営

となりました。６月には新図書館開館以来、初めての蔵書点検を行いました。夏休みに

向けて利用は伸び、令和元年度に比べ、貸出冊数は 106.6％上昇しました。 

  まん延防止等重点措置実施区域の適用を受けたことにより、８月８日から学習コーナ

ーを 50 席から 26 席へ縮小、貸館の利用も午後９時から午後８時までに短縮しました。

また８月 27 日(金)から９月 30 日(木)まで、緊急事態宣言の発令を受けたことにより、

館内の閲覧スペースは 50％利用とし、学習コーナー・視聴コーナーは閉鎖しました。

宣言中の図書館行事は一部の共催行事を除き、中止または延期しました。 

 

(1)利用状況 

ア 来館者数 226,975 人   月平均約 37,829 人 (令和元年度同時期比 86%) 

イ 貸出人数 144,502 人   １日平均 1,018 人  (令和元年度同時期比 105.9％) 

ウ 貸出冊数 547,284 冊   １日平均 3,854 冊  (令和元年度同時期比 106.6％) 

エ 新規登録者数  2,493 人  １日平均   17.6 人 (同時期比 59.2％) 

オ 市民登録者数 70,565 人 

カ 開館日数 142 日(令和元年度同時期 148 日) 

キ 予約本の受渡し   

    駅前総合案内所 6,700 冊(令和２年度同月 3,498 冊)(令和元年度同月 4,207 冊)  

                  ＊令和２年 4/17～5/31 は休止  

    速野会館     697 冊(令和２年度同月 732 冊)(令和元年度同月 492 冊) 

中洲会館      119 冊(令和２年度同月  69 冊)(令和元年度同月 36 冊) 

 (2) 蔵書状況 

  ア 蔵書数   380,375 冊  (令和２年３月末 377,782 冊) 

  イ 受入冊数    6,876 冊 うち購入 5,771 冊(令和２年度同月 7,661 冊) 

                   寄贈 1,105 冊(令和２年度同月 2,197 冊) 

  ウ 蔵書点検の実施 ６月１日から４日まで  

 

２ 主な事業報告 

(1) 定例行事の開催 

ア 親子で楽しむおはなし会  

毎週水曜日午後３時から、先着７名 集会室 

開催回数 19 回 参加人数 205 人 

イ おたのしみおはなし会＆映画会 

資料４ 
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月１回午前 11 時から、先着 35 名 多目的室  

開催回数５回 参加人数 135 人 

ウ 大人のための映画会  

隔月１回午前 10 時 30 分から、先着 40 名 多目的室  

開催回数２回 参加人数 54 人 

(2) 各種講座等  

ア ルシオールアートキッズフェスティバルおはなし会 

  日時 ５月 30 日(日) 午後２時と午後３時からの２回開催 おはなしのいえ 

  内容 音楽や祭り、未来に関する絵本の読み聞かせ 

参加人数 34 人 

イ 文学・歴史講座  

日時 ７月 14 日(水) 午後２時から 多目的室 

演題 「滋賀県立美術館 近江ゆかりの館蔵品について」 

講師  山口 真有香さん(滋賀県立美術館 主任学芸員) 

内容 守山市出身の染色家、森口華弘をはじめ滋賀県にゆかりの深い画家や工  

芸作家の作品を紹介 

 参加人数 20 人 

ウ ビブリオトーク 

「あなたの推し本なんですか 集れ！中高生･･･と昔中高生だった大人たち」  

日時  ８月 22 日(日) 午後１時 30 分から午後３時まで 多目的室 

内容  中高生におすすめ、または中高生のころに読んだおすすめ本の紹介 

参加人数 発表者 11 人 観覧者 34 人 

エ としょかん×ＣＡＦＥ 

    日時  ９月 25 日(土) 午後１時 30 分から 多目的室 

演題  「観音ガールと巡る地域の仏様 in 守山」 

講師 對馬 佳菜子さん 

参加人数 42 人 

オ 図書館開館３周年「読書日本一のまち」記念講演 

日時 10 月９日(土) 午後２時から  多目的室 

演題 「やっぱり本はおもしろい！ 書き手と読み手をつなぐ」 

講師 辻 浩明さん(株式会社祥伝社代表取締役社長) 

参加人数 51 人 

(3) 起業・創業・就労支援 

ア 起業就労支援コーナーの充実 

  イ 守山市内企業展示(商工観光課との連携) 

    隔月開催。展示終了後、各企業のパンフレット・チラシ等を地域資料として整備 
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  ウ 守山商工会議所との連携 

(ｱ) 起業就労を支援する講座の開催 

もりやま創業セミナー、もりやま創業塾 

   (ｲ) パンフレット等による情報提供 

   エ 日本政策金融公庫による各種支援の紹介、情報提供(地域振興課との連携) 

(ｱ) 図書の寄贈受入ならびに展示 24 冊 

(ｲ) 企画展示 

   日時 ９月３日(金)から９月 22 日(水)まで 

    場所 木もれびギャラリー 

内容 起業の様々な段階に応じた各種支援メニューの紹介や情報提供 

(4) 医療機関との連携 

 ア がん相談支援センター出張相談 第２･４金曜開催       相談件数３件 

 イ がん教室「まなびや」＠守山市立図書館 

    滋賀県立総合病院内で毎月開催されている年間連続講座のうち８月と１月を図書 

館で開催 

日時 ８月 18 日(水)開催   

内容 「ACP を話し合いましょう」             参加人数 11 人 

(5) 各種コーナーの充実 

  ・郷土の人物コーナー 

   特設コーナーの設置 「滋賀作家クラブ創立 60 周年記念」 

「読書日本一 みんなでＰＯＰ！」 

 ・ティーンズコーナー 

   中高生向け図書を増やし展示、配架。(児童室、一般書から選抜) 

   中高生向け進路案内、学校案内等、パンフレットの展示 

  ・児童書コーナー 

   平和図書展 

  ・各コーナー館内展示 

(6) 図書館サポート隊等との連携 

 ・守山読書連絡協議会代表者会 ６月 25 日(金) 

  ・中高生サポーター POP 作成・クイズラリー問題作成(５月～) 

開催回数５回 参加人数のべ 71 人 

  ・としょかんかざり隊！打ち合わせ(５月) 

  ・おはなしボランティアの集い(８月から開催予定を緊急事態宣言により延期) 

  ・本おなおし隊 本のおなおし講習修了の方による本の修理 

開催回数５回 参加人数のべ 54 人 

(7) 読書案内の作成 

  ア 「本の森だより」(大人の方向け新刊書案内)  
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  イ 「ほたるぶくろ」(児童室だより)(参照資料２) 

８月号は「夏休みおすすめ BOOKS」として発行  

小学生低学年向け、高学年向け、中学生・高校生向け ３種 

  ウ 「はじめてであうえほん ０歳から」(10 か月検診時、読書通帳とセットで配布) 

(8) 読書通帳の配布 

579 冊(うち中学生以下 427 冊)(10 か月検診配布分は含まず) 

 (9) ふるさと納税寄付者 13 人（４月から９月末まで） 

(10) 貸館の実施  

利用件数 合計 679 件 延べ利用人数 7,089 人 平均稼働率 42.8％ 

ギャラリー 主な利用 

   ・滋賀レイカディア大学作品展 

   ・竹楽の杜ＣＬＵＢ竹灯籠展示 

   ・ひらやまなみ木版画展「沖島の猫」 

   ・器楽会陶器作品展 

 

３ 学校園、地域、団体への利用啓発と連携 

(1) おはなし会の実施 

   令和３年度 出前おはなし会  21回(４月～９月) 

・ほっとステーション １回 

・守山北高等学校 ３回 

・子ども文庫 ２回、 

・小学校 おはなし会 ３回、出前ブックトーク １回 

・保育園、幼稚園、こども園  16回 

 (2) 市内園、家庭的保育室への絵本巡回「としょかんわくわくボックス」の実施 

(21 ｾｯﾄ) 

(3) 中洲小学校での図書の貸し出し 

月 1 回 ４月から９月まで５回(８月は休止) 延べ 761 冊貸出、平均 152.2 冊) 

(4) 職業体験および図書館実習の受入れ 

   ７月 ７日(水)から ９日(金) 滋賀県立聾唖学校中等部 １名 

８月 25 日(水)から 28 日(土) 仏教大学司書過程 ２名 

(5) 小児保健医療センター七夕会(おはなし会を録画撮影、DVD にて提供)２年目 

(6) 地域子ども文庫(12 文庫)等団体への貸し出し 

(新型コロナウィルスの影響で毎月３～４文庫休庫) 

 

４ 学校図書館支援 

学校司書 中学校・小学校巡回 
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(中学校４校１名､小学校９校３名､各校週１回程度４時間) 

   ・月１回研修の実施(図書の修理、本の読み聞かせ等) 

 

５ 障害者支援事業 

(1) 公開朗読会 月１回午後２時から、集会室    開催日数４回 参加人数 49 人 

 (2) 対面朗読 本の対面朗読 14 件 

 (3) 郵送貸出 登録者 18 人  

デイジー利用４人 128 件 墨字図書 ２人８件(12 冊) 

(4) 世界アルツハイマー月間(９月 認知症関連本、関連グッズ展示) 

   「世界アルツハイマーデー～オレンジライトアップ～In 守山市立図書館」 

    ９月 17 日(金)から 23 日(木)日没から 21 時まで  

   「特集展示」９月１日(水)から 30 日(木) (地域包括支援センターと共催) 

 

６ 広報活動 

(1) Instagram開設(７月１日から開設済) 

   投稿 45 件 フォロワー373 人（９月末現在） 

   内容 図書館行事・特集展示、各コーナーからのお知らせ、日々の出来事の紹介等。 

      投稿頻度としては、１週間に１つ以上を行う。 

(2) デジタルサイネージの利用 

   ・市制 50 周年施行記念ＰＲビデオ 

   ・守山市と高山市の交流、金森長近紹介動画 

   ・オリンピック聖火リレー守山市走行ルートＰＲビデオ 

   ・日本政策金融公庫「第９回高校生ビジネスプラン・グランプリ 創造力無限大」 

紹介動画（地域振興課との連携） 

・NPO 法人豊穣の郷目田川清掃活動紹介動画（環境政策課との連携） 

(3)「読書日本一のまち みんなでPOP」」の取組み (参照資料２・３) 

  市役所職員や教職員に協力いただき、計30枚のPOP を市役所内と図書館に掲示 

(4) 韓国語、中国語、英語、ポルトガル語による利用案内の作成 

  

７ 視察、見学、取材等  

 (1)「リビングしが」 10月９日号(司書のお薦め 一般書・児童書) 

(2) ６/15 守山市初任者研修会(教育研究所) 

 (3) ６/15 びわ湖放送取材「金曜オモロしが」番組内コーナー 

「はまちゃんの「お仕事」手伝います！」６月18日放送 

 (4) ６/８ 吉身小学校３年生インタビュー 

 (5) ８/１ 登別市 市長・議長・職員来館 
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 (6) ９/19  毎日新聞記事「21日は世界アルツハイマーデー 市民全体が見守る街へ」 

 (7) ９/19 中日新聞記事「認知症理解へ オレンジに点灯」(参照資料４) 

 

８ 職員研修等 

(1) 館内研修 

 ・４/２ 接遇研修 

       職員が利用者に扮し、６人の職員に様々なパターンの要求を行い、どの 

ように対処することがいいのか考え、今後の利用者への接し方に生かすこ

とができるように全員で共有した。 

  ・５/14 絵本読み聞かせ研修  

新人職員１人が実践を行い、講評などを行い、おはなし会が行えるよう

に研修を行った。 

  ・６/４ ブックトーク研修  

 職員２人が小学校で行うブックトークの実践を行い、講評などを行った。

また、実践を行った職員以外もブックトークを見ることにより、自分の実

践に役立てる。 

  ・７/２ ストーリーテリング研修 

昔話などの物語を語り手が覚えて、本を見ないで語る。 

        実践したことがない職員が多いため、経験豊富な職員１人が実践を行い、 

       技術の向上に役立てる。 

  ・８/６ 火災における避難訓練 

       ３グループに分かれ、利用者役、職員役、講評役となり実際にシミュレ

ーションを行った。 

  ・９/３  レファレンス研修 

        職員全体の能力向上を行うため、グループごとに実際にあったレファレ

ンス事例を調べ、発表し、講評を行った。  

(2) 館外研修 

  ・５/27、28 図書館員専門講座(前期) 参加３名 県立図書館 

 (3) 館外会議参加  

  ア 湖南４市担当者会議 

広域協定を結ぶ草津市、栗東市、野洲市と運営や利用状況などについて情報共有 

  イ 県教育委員会生涯学習課事業「子ども読書啓発ポスター」編集委員会議 

県内司書などが子どもたちに読んでほしい本を選び、「おすすめポスター」を

作成する事業 
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９ 図書館協議会の開催 

  第１回 ７月16日(金)、 第２回 10月20日(水) 

 

10 施設整備 

 (1) 図書館建築２年点検 ６月25日(金) 

 (2) 屋根雨どいドレン部補修工事 ８月４日(水)、５日(木)  

 (3) 有線LAN工事 貸館利用について10月１日より運用開始 


