
令和３年度図書館事業実績 

１．図書館事業 

月 日 事 業 名 人数 講師等・内容 

７月５日 

放課後図書館くらぶ＜３館連携事業＞ 

アニメ「おしりたんてい ププッおおどろぼう

あらわる！」 

１６ 場所：図書館研修室 

10月４日 

放課後図書館くらぶ＜３館連携事業＞ 

アニメ「はたらく細胞」「ざんねんないきもの

事典 第13話」 

18 場所：図書館研修室 

11月1日 

放課後図書館くらぶ＜３館連携事業＞ 

アニメ「チップとデール リスのオモチャ合

戦」「おしりたんてい ププッとかいけつ！お

しりたんていとうじょう」 

25 場所：図書館研修室 

12月6日 

放課後図書館くらぶ＜３館連携事業＞ 

アニメ「トムとジェリー メリークリスマス」

「クリスマスのころわん」「ノンタン！サンタ

クロースだよ！」 

30 場所：図書館研修室 

２月7日 

放課後図書館くらぶ＜３館連携事業＞ 

アニメ「十二支のおはなし」「ドナルドのアイ

スホッケー」「ぴったんこ！ねこざかな」 

13 場所:：図書館研修室 

3月7日 ※暴風雪による学校臨時休校のため中止  （年度計 ５回102名） 

８月５日 
夏休み子ども映画会 

「トロールズ・ミュージック★パワー」 
９３ 場所：公民館講堂 

８月８日 夏休み子どもブッカー教室 ４ 場所：図書館研修室 

８月８日 １日図書館員（ライブラリアン） ３ 場所：図書館 

12月５日 
クリスマス会「画用紙でクリスマスツリーを作

る」 
12 場所：図書館研修室 

11月21日 
絵本ライブ 

「よしながこうたく絵本ライブ」 
52 

講師：よしながこうたく氏 

場所：公民館多目的ホール 

12月15日 

～ 

1月29日 

おえらさんおえかきコンクール 

オリジナルキャラクターのコンテスト 

〇作品募集／〇応募作品の展示／入賞：〇よし

ながこうたく賞・館長賞・一般投票賞各1作品 

41 指導：よしながこうたく氏 

3月19日 
こどもの読書セミナー 

「オマチマンの親子で楽しむおはなし会」 
10 

講師：オマチマン氏 

場所：図書館研修室 

4月～ 
親子えほんセット 

①0-1歳 ②2-3歳 ③4-5歳向 （3冊入） 
 各５セット用意。２回更新 

4月29日 
春の古本市  

子どもまつり参加幼児・児童へ１冊プレゼント 
229 

場所：公民館講堂 

売上：10,340円 

12月下旬 本の福袋 54 本５冊を福袋にして貸出 

11月   
第35回訓子府町児童・生徒読書感想文コンクール 

入選5・佳作17 応募点数227点／※読書感想画奨励賞16 応募点数70点 

 

 

 



4月～ 図書館こどもの日（毎月第２土曜日 12回） 62 

本を借りた小学生以下の幼

児、児童に本１冊をプレゼン

ト 

４月～２月 子ども読書ノート ２9 
学年最多読書冊数児童に「読

書マスター」カード進呈。 

 

４月～ 
健やか絵本贈呈事業 

（新生児及び１歳６ヶ月児へ贈呈） 
50 

新生児、１歳６ヶ月児に絵本

を贈呈（新生児21名、１歳

６ヶ月児２9名） 

 

２．連携事業 

月 日 事 業 名 人数 講師等・内容 

４月～３月 子育て支援センターでの読み聞かせ（1０回） 123 場所：子育て支援センター 

４月～ いつでも絵本の読み聞かせ  場所：図書館 

４月～ 児童センターへの図書配置  150冊（定期入替） 

4月～ 訓子府小学校図書室に図書配置  300冊（年3回入替） 

4月～ 居武士小学校ブックトラックに図書配置  100冊（毎月入替） 

４月～ 各小中学校へ司書派遣  読書指導・図書室運営支援 

3月4日 子どもの読書活動推進会議 １回 場所：図書館 

 － 
高齢者ふれあい事業 ※中止 

ふれあい昼食会（社協主催事業） 
－ 

ふれあい昼食会（社協主催事

業）での絵本の読み語り、手

あそび 

６月～ 

各種支援（生活習慣病予防） 

特定健診（４回）で健康関連図書コーナー設置 

※コロナ対策のため図書コーナーは中止 

－ 
場所：町公民館他 

 

７月～8月 
本を読んでファイターズを応援しよう！キャン

ペーン 
３ 

主催：北海道／北海道日本ハ

ムファイターズ 

４月～ 
学校への団体貸出 

（訓小74回・居小2回） 

76

回 

訓小5,044冊／居小934

冊／訓中487冊 

計6,465冊 

 

３．展示 

期 間 展 示 名 展示内容・場所 

８月８日～12月29日 １日図書館員おすすめ本 場所：図書館閲覧室 

10月26日～11月9日 読書感想文コンクール感想画展示 
読書感想画奨励賞16点 

場所：図書館ロビー 

1月19日～29日 
おえらさんおえかきコンクール応募作品

展示 

応募点数：41点 

場所：図書館ロビー 

3月15日～31日 
「読書ノート」おすすめ本展示＆読書マ

スター発表 

おすすめ文と本 ６冊 

場所：図書館ロビー 

 

 

 

 

 

 

 



４．テーマ展示 

期 間 展 示 名 展示場所 

4月1日～４月30日 アンデルセンの作品 閲覧室展示コーナー 

５月１日～５月31日 本の中で旅に出よう！ 閲覧室展示コーナー 

５月18日～５月31日 中高生に読んでほしいイチオシ本TOP10 新刊コーナー横 

６月1日～7月8日 ミリオンセラー名作絵本特集 閲覧室展示コーナー 

７月9日～8月14日 映画化予定の小説・ノベライズ本 閲覧室展示コーナー 

8月16日～８月31日 脳トレしてみませんか？ 閲覧室展示コーナー 

9月3日～９月30日 敬老の日 新刊コーナー横 

９月13日～９月30日 読んで知ろう！認知症 閲覧室展示コーナー 

10月4日～10月31日 ハッピーハロウィン 閲覧室展示コーナー 

11月1日～11月30日 よしながこうたくさんの本 閲覧室展示コーナー 

12月1日～12月25日 クリスマスに読みたいおすすめの本 閲覧室展示コーナー 

12月27日～1月23日 このミスこのラノベがすごい！ 閲覧室展示コーナー 

1月12日～2月14日 第14回MOE絵本屋さん大賞TOP10 閲覧室展示コーナー 

１月25日～2月14日 HAPPY VALENTINE’S DAY 閲覧室展示コーナー 

1月21日～2月14日 若い世代にも見てほしい!!娯楽は携帯だけじ

ゃない!! 

新刊コーナー横 

2月15日～3月12日 整理整頓 断捨離 片づけの本 閲覧室展示コーナー 

３月1３日～３月31日 こどもの本総選挙ベスト10 閲覧室展示コーナー 

3月11日～4月30日 中高生に読んでほしいイチオシ本TOP10 新刊コーナー横 

 

５．広報活動 

時 期 内    容 配布先等 

毎月 図書 新刊案内（一般向け・児童向け） 図書館、公民館、各学校等に配布 

4月～ 
年齢別おすすめ絵本リスト 

●０～１歳、●２～３歳、●４～５歳 

図書館、子育て支援セ、こども園等で

配布 

４月～ 
赤ちゃんがはじめて出会う！おすすめ絵本 

１～２歳おすすめ絵本 

新生児絵本贈呈、1歳６ヶ月児絵本贈

呈時に配付 

７・12月 中高生に捧ぐおすすめ本 夏・冬 図書館、中学校・高等学校で配布 

４月～ ツイッターを活用した情報発信 ツイート回数261回（累計1611） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


