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(2) 令和２年度の事業報告について  ・・・資料－２ 

(3) 令和３年度の事業活動について  ・・・資料－３ 
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正副委員長の選出について 

 
「徳島市立図書館条例施行規則第７条」において、「徳島市立図書館協議会に委員長及び

副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。」と規定されております。 

事務局案といたしましては、読書活動について造詣が深く、昨年度も委員長を務められた

実績から引き続き三木委員を委員長に、また、同じく昨年度も副委員長を務められ、公共図書

館での経験を活かし、専門的なお立場からいつも貴重な御意見をいただいている櫛谷委員に

副委員長をお願いできればと考えておりますが、このことについて表決をお願いいたします。 

 
以下に徳島市立図書館協議会委員一覧表および関係法令の抜粋を示します。 

 

 

団体・役職名 氏　　名

国府幼稚園園長 米  原    貴美枝

北井上小学校校長 横　山　　武　文

川内中学校校長 小　川　　陽　子

市立高等学校校長 乾　　　　修　治

市文化協会会長 本　田　　　　守

 市社会教育委員長（市婦人連絡協議会会長） 板　東　　恵　子

市中央公民館運営審議会委員 諏　訪　　公　子

市議会文教厚生委員会委員長 明　石　　和　之

日本児童文学者協会徳島支部支部長 竹　内　　紘　子

家庭文庫代表 三　木　　鈴　江

徳島市・名東郡ＰＴＡ連合会会長 若　松　　義　明

市少年を守る母の会会長 福　島　　吉　美

徳島大学附属図書館館長 鶴　尾　　吉　宏

県立図書館館長 藤　川　　　　隆

四国大学日本文学科准教授 櫛　谷　　友　己
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関係法令（抜粋） 

 

○図書館法 

 (図書館協議会) 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書

館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任

命する。 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会

に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければ

ならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準

を参酌するものとする。 

 

○徳島市立図書館条例 

 (図書館協議会) 

第１１条 法第 14 条第 1 項の規定に基づき，図書館に徳島市立図書館協議会(以下「協議

会」という。)を置く。 

２ 協議会の委員(以下この条において「委員」という。)は，学校教育及び社会教育の関係

者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから，教育委員

会が任命する。 

３ 委員の定数は，15 人以上 18 人以内とする。 

４ 委員の任期は，2 年とする。ただし，再任を妨げない。 

５ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

６ 前 2 項の規定にかかわらず，特別の事由があるときは，任期中であっても解職するこ

とができる。 

 

○徳島市立図書館条例施行規則 

 (図書館協議会の組織) 

第７条 条例第 11 条に規定する徳島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長

及び副委員長各 1 人を置き，委員の互選により定める。 

２ 委員長及び副委員長の任期は，委員としての在任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 委員長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 
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令和２年度の事業報告について 

 

１．利用状況について（平成２４年度～令和２年度実績） 

 

※開館日数については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言発令により 4 月 22 日から

5 月 24 日まで臨時休館。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 令和元年度 令和2年度

開館日数 343 342 342 343 333 342 342 342 310

入館者数 581,134 506,600 529,064 585,886 561,331 555,798 563,961 571,754 383,466

貸出者数 255,504 263,287 262,519 273,058 270,787 276,752 284,123 289,515 236,318

貸出冊数 1,092,463 1,078,295 1,064,998 1,107,323 1,105,780 1,118,207 1,124,263 1,132,017 956,248

予約件数 100,409 109,351 112,333 127,416 134,101 139,954 144,165 146,793 149,851

新規登録者数 12,381 5,245 4,152 4,031 3,413 3,264 3,378 3,116 1,933
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２．蔵書冊数について（令和３年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0：総記 12,457 1,144 13,601 13,335 266 2.5

1：哲学 16,637 3,407 20,044 19,627 417 3.6

2：歴史地理 49,807 5,410 55,217 54,924 293 10.0

3：社会科学 55,754 5,874 61,628 59,966 1,662 11.1

4：自然科学 32,809 6,571 39,380 38,751 629 7.1

5：工学技術 28,948 13,772 42,720 42,159 561 7.7

6：産業 14,243 2,466 16,709 16,310 399 3.0

7：芸術 32,031 8,028 40,059 40,238 -179 7.2

8：語学 6,685 1,235 7,920 7,872 48 1.4

9：文学 132,717 49,489 182,206 177,219 4,987 32.9

C：紙芝居 2,447 2,369 4,816 4,806 10 0.9

E：絵本 35,130 22,481 57,611 57,645 -34 10.4

M：マンガ 3,036 3,972 7,008 7,551 -543 1.3

視聴覚資料 4,657 0 4,657 4,730 -73 0.9

合計 427,358 126,218 553,576 545,133 8,443 100.0

構成比％ 77.2 22.8 100.0

分類 本館 移動図書館 構成比％
元年度末
蔵書数

2年度末
蔵書数

増減
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３．電子図書館について（令和３年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．実施事業について 

実施事業は、事業計画書に基づき、「人と文化が出会う駅前図書館」としての機能を充

分に発揮できるイベント等を主として行った。また、事業計画書と対比した実施事業一覧

表に事業項目ごとに実施内容を資料－２－１に示し、特に特徴あるイベントについては、

詳細内容および写真とともに資料－２－２に示す。 

以下の項目は、今年度の事業重点項目である。 

（各項目の括弧内数字は、資料－２－１の事業項目番号を示す） 

 

ア．幼児・児童サービス 

   ①  読書のアニマシオンの推進（1-2） 

   ②  調べる学習支援の強化（1-3） 

   ③  学校図書館との連携強化（1-4） 

   ④  ボランティア団体との協働（1-5） 

   ⑤  子育て支援講座の充実（1-6） 

 

イ．青少年サービス 

   ①  ヤングアダルトボランティア活動の活性化（2-2） 

 

ウ．市民、地域団体との協働・参画による図書館サービス 

   ①  市民、地域団体との連携事業（3-2） 

  

年度登録数 累計数 年度発行数 累計発行数

平成24年度 805 805 6,490 1,867 678 678

平成25年度 100 905 6,344 1,668 945 1,623

平成26年度 87 992 5,255 1,680 948 2,571

平成27年度 105 1,097 3,805 782 773 3,344

平成28年度 257 1,354 4,007 803 683 4,027

平成29年度 144 1,498 4,441 706 496 4,523

平成30年度 92 1,590 4,281 957 990 5,513

令和元年度 199 1,789 5,091 1,667 1,040 6,553

令和2年度 243 2,032 8,437 2,640 856 7,409

         項目

 年度

電子書籍数
閲覧回数 貸出冊数

パスワード発行数
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エ．ビジネス支援サービス 

   ①  ビジネス課題の解決を支援するため取組（4-1） 

 

オ．課題解決を支援するための取組 

   ①  レファレンス技術の向上（5-1） 

②  市民、地域が抱える課題解決支援のための取組（5-2） 

 

カ．デジタル資料の事業及び活用 

   ①  電子図書館の利用促進（6-1） 

②  地域資料のデジタル化の促進（6-2） 

 

キ．新たな利用者の拡大 

   ①  利便性向上（7-1） 

②  立地の特性を活かした事業（7-2） 

③  施設の有効活用（7-3） 

④  図書館利用が困難な人へのサービス（7-4） 

⑤  異分野との連携（7-5） 

 

ク．その他 

①  新型コロナウイルスの感染拡大防止対策 

令和２年４月に緊急事態宣言が全国に拡大されたことを受け、４月２２日から５月２４日

までを臨時休館とした。再開後は、国、徳島県、徳島市の方針に則り、新型コロナウイル

ス感染症対策を講じて管理運営を行った。 

【館内の環境】 

1．出入口に手指消毒液を設置 

2．マスクの着用等の感染予防対策を促すポスターの掲示 

3．カウンターへの飛沫防止ビニールシートの設置 

4．各コーナー及び閲覧席へのアクリル板の設置 

5．閲覧席の間引き 

6．館内の換気 

7．定期的な館内消毒 

8．返却本の消毒処理（移動図書館） 
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【スタッフ】 

1．検温 

2．マスクの着用 

3．手袋の着用（窓口対応時） 

 

【イベントについて：令和２年３月から令和２年６月まで中止、７月から再開】 

1．開催時間の短縮 

2．人数制限 

3．マスクの着用 

4．検温 

5．換気 

6．ソーシャルディスタンスの確保 

 

館内のインターネットコーナー、ＡＶコーナー、社会人席コーナーについては、状況に

応じて席数制限や利用時間の短縮を実施した。 

 

②  自習スペースの設置 

学生の学習支援を目的として、令和３年

１月１８日より、６階にある会議室を自習ス

ペースとして利用できるようにした。 

利用時間は午前１０時から午後８時まで

とし、１人１日１回の２時間までの利用とし

た。 

利用実績 ： 計２３６人（１日平均約５人

の利用） 

 

 



資料－2－１ 令和２年度 事業計画に基づく実施事業一覧表

Ｎｏ． 事　業　名 予定回数 実施回数 備　　考

1-1．　必須事業

1-1-1 ブックスタート 毎日（随時） 毎日（随時） 1,055名参加

1-1-2 ブックスタート 毎週土曜日 毎週土曜日 466名参加

1-1-3 ブックスタート支援養成講座 1回/年 1回/年 17名参加

1-1-4 おはなし会・読み聞かせ
2回/日
午前午後2回

2回/日
午前午後2回

おはなしのへやで実施するおはなし会等の行事すべて
（重複あり）2,106名参加

1-1-5 こどもの読書週間行事 1回/年 1回/年 テーマ展示、クイズラリーの実施

1-1-6 図書館まつり 1回/年 1回/年

10/27～11/9「おうちで楽しむ図書館まつり」開催
期間中に電子図書館に登録された方へマイクロファイ
バークロス、貸し出しされた方にはマスクケースや塗り
絵をプレゼント。読書ラリーの実施。ベートーヴェン生誕
250周年を記念した特集展示と、鳴門ドイツ館からお借
りした展示パネル～ベートーヴェンと「板東俘虜収容
所」のドイツ人捕虜～のギャラリー展。

1-1-7 特集展示 随時 随時

1-1-8 おはなし会スペシャル 2回/年 3回/年
七夕のおはなし会・真夏の肝だめしおはなし会・クリス
マスのおはなし会　計49名参加（５月こどもの日のおは
なし会は中止）

1-1-9 図書館見学受入 随時 随時 792名参加

1-2．　読書のアニマシオンの推進

1-2-1 読書のアニマシオン 1回/月 1回/月 73名参加

1-2-2 笑顔がひろがる♪アニマシオン 1回/月 1回/月 55名参加

1-2-3 アニマシオン事業の拡大 随時 随時

入田小、徳島大学留学生へのオンライン授業、パパ向
け読み聞かせ講座（ときわプラザ）、阿波市立図書館、
美馬市立図書館、徳島県男女共同参画交流センターに
て講座　計203名参加

1-3．　調べる学習支援の強化

1-3-1 調べる学習支援講座 随時 随時 9/21秋の虫博士　29名参加

1-3-2 こども用パスファインダーの作成 随時 随時 「徳島の橋」「阿波おどり」「ごみ問題」

1-4．　学校図書館との連携強化

1-4-1 学校図書館相談窓口の開設 随時 随時

1-4-2 図書館ナビ～学校向け～の発行 随時 随時 11/2発行

1-4-3 教科書展示コーナーの設置 常時 常時
4/15展示内容の更新・6/12～6/25令和3年度使用中学
校用教科書の展示

1-4-4 移動図書館の学校訪問 随時 随時 11/17入田小学校　64名参加

1-5．　ボランティア団体との協働

1-5-1 読み聞かせボランティア育成講座 随時 随時
5月は中止。11/14秋のわらべうた講座・1/9冬のわらべ
うた講座　計20名参加

1-6．　子育て支援講座の充実

1-6-1 赤ちゃんプチおはなし会 毎週 毎週 338名参加

1-6-2 乳幼児の親子向け講座 随時 随時 2/28両面テープと接着剤でマスクを作ろう！1名参加

1-6-3 赤ちゃん絵本コーナーの設置 常時 常時

1-6-4 子育て支援コーナーの設置 常時 常時

1-7．　その他の取組

1-7-1 ブックリストの提供・図書の紹介 随時 随時
8/9「絵本でひらめきみっけ！夏の自由研究・読書感想
文へＧｏ！」ブックリスト配布

1-7-2 ブックトーク 随時 随時 7/23プチ・ブックトーク～とりかえっこ～　7名参加

1-7-3 シールラリーの実施 常時 常時

1-7-4 こども映画会 1回/月 1回/月 4月から6月は中止。7月より再開。計44名参加

1-7-5 工作教室 随時 随時 41名参加

1-7-6 実験講座 随時 随時 4月は中止。11/22デンプンであそぼう！7名参加

１．幼児・児童サービス（こども室での事業）

- （資料-2-1）  1 -



Ｎｏ． 事　業　名 予定回数 実施回数 備　　考

1-7-7 むかしあそびの会 随時 随時 4月は中止。1/24「けん玉マスターになろう！」11名参加

1-7-8 新春イベントの開催 随時 随時
1/2～1/11本の福袋60袋、1/6書き初め大会5名参加
おみくじは中止。

1-7-9 読書感想文の書き方講座 1回/年 1回/年
8/9絵本でひらめきみっけ！夏の自由研究・読書感想
文へＧｏ！　3名参加

1-7-10 ぬいぐるみのおとまり会 随時 随時 10/18、10/25　26名参加

1-7-11 子ども司書 5回/年 2回/年 4月から6月は中止。7/4、8/29　計14名参加

1-7-12 異文化との交流 随時 随時 2/28ポケトークで遊ぼう！　4名参加

1-7-13 親子で学ぶ読書支援講座 随時 随時 3/28こどもと一緒に絵本を楽しみましょう　7名参加

1-7-14 絵本作家講演会 随時 随時 3/28遊山箱を知ろう！ 12名参加

1-7-15 障がいのある子ども・保護者の読書講座 随時 随時
三谷弘さんによる手作り紙芝居の読み聞かせ7/30、
8/13　計9名参加

1-7-16 図書館おでかけ隊 随時 随時
入田小学校、徳島視覚支援学校、ときわプラザ　計96
名参加

2-1．　必須事業

2-1-1 職場体験及びインターシップ受入 随時 随時
同志社大学、徳島聴覚支援学校、国府支援学校、れも
ん徳島　計182名受入

2-2．　ヤングアダルトボランティア活動の活性化

2-2-1 ヤングアダルトボランティアの募集 常時 常時 登録36名

2-2-2 告知板の有効活用 随時 随時

2-3．　その他の取組

2-3-1 YA向け資料の収集とコーナーの設置 常時 常時

2-3-2
「いずみ号」でのYA向け資料とコーナーの
設置

常時 常時

2-3-3
中高生のための読書案内
YAブックガイドの発行

随時 随時 3/3発行

2-3-4 YA向け図書館利用講座の開催 随時 随時
8/2、8/9夏のＹＡ講座　図書館スタッフになろう！　計5
名参加

2-3-5 YA世代同士の本の紹介 随時 随時 8/23おすすめ本のＰＯＰ作成　14名参加

2-3-6 YAなんでも座談会 随時 随時 10/24、12/19　計39名参加

3-1．　必須事業

3-1-1 特集展示 随時 随時

3-1-2 徳島大学附属図書館との連携事業 随時 随時
連携協定に基づき、協議により決定
合同職員研修会、図書館で健康いきいき講座　計54名
参加

3-1-3 徳島ヴォルティスとの連携事業 随時 随時
特集コーナーの設置（5階のこども室に新設）
9/2～9/30 さいたま市大宮図書館との交流展示

3-1-4 図書館まつりの開催 1回/年 1回/年

10/27～11/9「おうちで楽しむ図書館まつり」開催
期間中に電子図書館に登録された方へマイクロファイ
バークロスをプレゼント。電子図書館、ナクソス・ミュー
ジックライブラリー体験コーナー、ベートーヴェン生誕
250周年を記念した特集展示、鳴門ドイツ館からお借り
した展示パネル～ベートーヴェンと「板東俘虜収容所」
のドイツ人捕虜～のギャラリー展。

3-2．　市民、地域団体との連携事業

3-2-1 公共施設との連携事業 随時 随時

10/23 徳島地域若者サポートステーション「職業人講
座」 7名参加
10/25 いずみ号を使ったイベントｉｎアクアチッタ　31名参
加

3-2-2 図書館資料を片手に街角散歩 随時 随時 11/15　10名参加

3-2-3 朗読会の開催 随時 随時
住友美代子の朗読会　9/20、11/29、1/10、3/21　計61
名

3-2-4 徳島文学協会との連携 随時 随時

3-2-5 図書館でゆるりゆるりと寄り道 1回/月 1回/月 4月から6月は中止。　計38名参加

3-2-6 映画上映会の開催 1回/月 1回/月 4月から6月は中止。　計97名参加

3-2-7 新春イベントの開催 1回/年 1回/年 1/2～1/8福袋75袋。お楽しみ抽選会、おみくじは中止。

２．青少年サービス

３．市民、地域団体等との協働・参画による図書館サービス
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Ｎｏ． 事　業　名 予定回数 実施回数 備　　考

4-1．　ビジネス課題の解決を支援するための取組

4-1-1 ビジネス支援コーナーの設置 常時 常時

4-1-2
ビジネス支援のパスファインダー・ブックリ
ストの作成

随時 随時 「広告・宣伝」に関するパスファインダー

4-1-3 データベース活用講座 随時 随時

4-1-4 専門機関との共催イベントの開催 随時 随時 11/7経営者ＢＯＯＫｄｅトーク　13名参加

5-1．　レファレンス技術の向上

5-1-1 レファレンスツールの構築 常時 常時
レファレンス事例集の作成等
国立国会図書館レファレンス協同データベースへの登
録数により表彰状を受領

5-2．　市民、地域が抱える課題解決支援のための取組

5-2-1 健康情報コーナーの設置 常時 常時

5-2-2
健康に関するパスファインダー・ブックリス
トの作成

随時 随時
「目の病気と健康」「おなかのがん」に関するブックリスト
「消火器がん」に関するパスファインダー

5-2-3 パスファインダー・ブックリストの作成 随時 随時 「モラエス」「鳥居龍蔵」に関するパスファインダー

5-2-4 くらしに役立つ講座の開催 随時 随時
10/11図書館で健康いきいき講座　18名参加
3/20図書館まるごと！バックヤードツアー　19名参加

6-1．　電子図書館の利用促進

6-1-1 電子図書館コンテンツの充実 随時 随時 243冊増

6-1-2 電子書籍・電子図書館イベントの開催 随時 随時 11/1、11/8電子図書館ＰＲ活動

6-1-3 電子図書館によるおはなし会 随時 随時 3/27電子絵本ｄｅよみきかせ　7名参加

6-2．　地域資料のデジタル化の促進

6-2-1 郷土資料デジタル化 随時 随時 ADEAC

6-2-2 徳島の移り変わりを次世代へ 随時 随時 4/6徳島の昔の写真（中州辺り）を登録

6-2-3 市民双書のデジタル化 随時 随時 6冊

6-2-4
国立国会図書館デジタル化資料送信
サービス

常時 常時 計24名利用

６．デジタル資料の導入及び活用

４．ビジネス支援サービス

５．課題解決を支援するための取組
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Ｎｏ． 事　業　名 予定回数 実施回数 備　　考

7-1．　利便性向上

7-1-1 自動貸出機の利用促進 随時 随時 1/2～1/11本の福袋開催時、ＰＲ活動

7-1-2 読書記録帳の利用促進 随時 随時 3/20 図書館まるごと！バックヤードツアーにてＰＲ

7-1-3 ブックシャワーの新設 随時 随時 4月1台新設。10月1台故障により撤去。2月1台新設。

7-2．　立地の特性を活かした事業

7-2-1 各施設との連携事業 随時 随時

7-3．　施設の有効活用

7-3-1 テラスを使った事業 随時 随時 11/7経営者ＢＯＯＫｄｅトーク　13名参加

7-3-2 エレベーターホールの活用 随時 随時 11/1、11/8電子図書館ＰＲ活動

7-3-3 地域の生涯学習支援の展示 通年 通年 6階展示ケースギャラリーにて貴重図書展示

7-3-4 交換展示 随時 随時 9/2～9/30さいたま市立大宮図書館交流展示

7-4．　図書館利用が困難な人へのサービス

7-4-1 移動図書館サービスの充実 常時 常時 9月より1カ所追加（万代町　アクアチッタパーク内）

7-4-2 在宅送本サービスの充実 常時 常時 サービス対象拡大について教育委員会と協議

7-4-3 対面朗読サービスの充実 常時 常時 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止

7-4-4 バリアフリー映画会の実施 1回/年 1回/年 1/23「博士の愛した数式」　40名参加

7-4-5 大活字本等の資料の充実 随時 随時 5/1読書支援コーナーに点訳本を追加

7-4-6 障がい者利用者への対応 常時 常時

7-4-7 関係機関との連携事業 随時 随時

7-4-8 アウトリーチサービスの拡張 随時 随時
入田小学校学校訪問、徳島視覚支援学校おはなし会、
ときわプラザパパ向け読み聞かせ講座　計96名参加

7-4-9 認知症サポーターの拡大 随時 随時

7-4-10 障がい者の職業実習 随時 随時
社会福祉法人カリヨンれもん徳島、徳島聴覚支援学
校、国父支援学校

7-5．　異分野との連携

7-5-1 異分野との連携事業 随時 随時
5/8、6/4 徳島大学の留学生に対してオンラインによる
講義を開催

７．新たな利用者の拡大
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資料－２－２　令和２年度活動内容の抜粋

●運営方針１

（子どもたちが豊かに生きるための力を身につけ、健全な成長をする支援） 関連行事

調べる学習支援講座（虫博士いきものだいすき！

ちびっこあつまれ～！！）

◆幼児・児童サービスにおける行事 読書のアニマシオン

学校連携 （入田小）

アニマシオンの実施

および移動図書館「いずみ号」訪問

11月17日（64名参加）

入田小学校へ訪問し、全児童対象に読書のアニマ

シオンを行った。全学年、縦割りのグループに分か

れて、クイズ形式のアニマシオンでは図書委員の児

童がパネラーとして活躍し、全員で楽しんだ。次に

校庭に移動し、移動図書館いずみ号の説明を実施

した。いずみ号の中へ入り、児童は大喜びで読みた

い本を借りた。この時も図書委員の児童が貸出手続

きのお手伝いをして、大活躍した。2年生の教室で

は、当館スタッフによる徳島市立図書館の説明を

行った。今年はコロナ禍により直接、来館して見学

できないため、出張講座の要望を受け、実施した。

館内の写真を見せながら、本の分類方法やフロアや

コーナー等の説明をした。児童は興味津々で説明

を聞いており、質問も多く寄せられ活発な授業となっ

た。後日、児童からの感想も頂き、学校連携として児

童たちの心に残る有意義な活動となった。

11月29日 （24名参加）

徳島県立男女共同参画交流センターとの連携により、

ときわプラザにて、「パパ向け読み聞かせ講座」と題

して、廣澤副館長が講師となり、保護者やお子さん

へのアニマシオン講座を実施した。

9月21日 （29名参加）

徳島文理大学薬学部畠山大准教授を講師に招き、

虫に関する話を参加者の小学生にわかりやすくクイ

ズ形式にて話をして頂いた。また顕微鏡も準備し、

見たいものを持って来てもらい、各自興味深く顕微

鏡をのぞき込んでいた。
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◆青少年における行事

7月4日、8月29日 （14名参加）

小学生を対象に5回開催の予定であったが、新型

コロナウイルスの感染拡大の影響により、２回の開

催とした。

１回目は、修理体験と図書館探検を実施し、修理

体験では、ページの取れた本の修理を、図書館探

検では、普段見られない書庫での本の探索体験や、

返却ポストの仕組みを見学した。２回目は、絵本の

読み聞かせ体験で絵本の選び方や持ち方など、

調べものの体験でポプラディアを使った本の探し

方を実施した。カウンター体験は貸出・返却を利用

者とスタッフ役に分かれて実施した。

10月24日、12月19日（計39名参加）

「中高生に図書館に来てもらうには」をテーマに現状

の図書館ルールは抜きにして、集まったYAボラン

ティアと率直な意見の交換を行った。一番多かった

意見は、自習スペースを設置して欲しいとの事で

あった。今後も直接YAと話す機会を設け、図書館運

営の参考にしたい。

「YAなんでも座談会」

子ども司書

絵本作家講演会（遊山箱を知ろう！）

3月28日 （12名参加）

徳島で活躍中の絵本作家やまさき じゅんよさんを

講師に招き、絵本の読み聞かせと遊山箱の歴史な

どをお話していただいた。やまさき じゅんよさんが

持ってきてくださった遊山箱をこどもたちは興味

津々の様子で見ていた。また、お手本にしながら自

分が食べたいものをつめた遊山箱の絵を描いた。
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徳島県信用保証協会連携事業

「経営者 BOOK ｄｅ トーク」

●運営方針２

（地域力の向上に寄与し、地域とともに成長する図書館） 関連行事

◆市民との協働・参画による図書館づくり

11月7日（13名参加）

講師に合同会社ハビリテの代表である太田恵理子氏

をお迎えし、今までの人生で感銘を受けた本との出

会いや、起業・創業に活かした本の紹介を行い、読

書から得た経営理念、指針についても、経営者の視

点も交えて語ってもらった。後半は、パネリストトーク

を実施し、活発な意見交換等をするとともに、図書館

の利用方法についても説明を行った。

10月11日（18人参加）

徳島大学病院がん診療連携センター長・徳島大学

病院 消化器内科 宮本弘志先生を招いて、基本的

ながんから消化器がんの基礎知識や予防など、消化

器がんに関する幅広い講演内容を行った。講演後の

フリートークでは、参加者から寄せられた質問にも丁

寧にお答えいただいた。

徳島大学連携事業

「一緒に学ぼう！おなかのがん～消化器がんの基礎

知識と予防について～」

図書館でゆるりゆるりと寄り道～本と人と語らいを～

計9回開催 （計38人参加）

毎月開催しており、本を片手に寄り道するような感覚

で参加し、話をするイベントである。それぞれの回で

趣向を凝らして、本を介して会話を楽しむことを行っ

ている。参加者それぞれにオススメの本を選んでい

ただき、紹介し合い、各々感想や質問などを行う回

や、また、その回のテーマを決めて、短い文章を書く

とともに、それぞれの思い出を語り合い、後日「かわ

ら版」を作成、配布を行った。オススメの本に関して

は展示するとともに、利用者の方へアピールしている。

徳島ヴォルティス関連事業

交換展示

9月2日～9月30日（6階一般室、5階こども室徳島

ヴォルティスコーナー）

地元のサッカーチームを応援している全国の図書館

との協働企画として、さいたま市の大宮アルディー

ジャと徳島ヴォルティスのチームの資料やグッズ、観

光パンフレットの交換展示を行った。今後も徳島市の

観光をアピールするイベントを開催していく。
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●運営方針３

（市民の学ぶ意欲に応え市民が学習や調査研究をするための支援） 関連行事

3月27日（7名参加）

徳島市電子図書館では、こども室にある人気の絵本

や、読み聞かせの音声とBGMが自動的に流れる絵

本など、様々なこども向けの電子絵本を読むことが

できる。今回はその中から数冊選択し、大画面に映

し出して紹介した。

今回紹介させていただいた絵本以外にも、小説、

料理や健康、語学などの実用書、徳島に関する資

料など様々なジャンルがあり、電子図書館の広報に

努めた。

◆課題解決を支援するための取組 図書館まるごと！バックヤードツアー

3月20日（19名参加）

新型コロナウイルス感染症対策のため、規模を縮小

して午前・午後の２回に分けて実施した。今回は普段

スタッフしか入ることの出来ない地下や6階にある書

庫、返却ポストの裏側を案内し、書庫の中を自由に

見学してもらい、実際に本が返却される様子を返却

ポストの裏側から見ていただいた。また、新刊本に図

書館の名前の判子を押す体験も行った。貸出前の本

の整備に携わることで、より図書館の本を身近に感じ

ていただけたのではないだろうか。

「普段見ることができない場所を見ることができて良

かった」「書架を動かしたり、新刊の判子を押したりし

て、貴重な体験ができて楽しかった」など、様々な感

想をいただいた。

◆デジタル資料の活用 電子絵本deよみきかせ
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「図書館まつり」 （おうちで楽しむ図書館まつり）

10月27日～11月9日

毎年、読書週間期間中に開催する図書館まつりであ

るが、今年は、「徳島市電子図書館」や音楽配信

サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」などイ

ンターネットを使って、自宅で楽しめるサービスを広

報し、「新しい生活様式」へと変化していく現状を踏ま

えて「おうちで楽しむ」図書館まつりを開催した。

期間中に電子図書館に登録された方、すでに登録し

ている方を対象に図書館特製のマイクロファイバーク

ロスをプレゼントした。こども室においては、読書ラ

リーを開催し、貸出された先着１００名のお子さまにマ

スクケースと塗り絵をプレゼントした。

また、今年生誕250周年を迎える楽聖ベートーヴェン

にちなんだ特集展示を行うとともに、5階のギャラリー

展示においても～ベートーヴェンと「板東俘虜収容

所」のドイツ人捕虜～を実施した。展示資料は鳴門

市ドイツ館の協力を得た。

移動図書館いずみ号においては、電子図書館とナク

ソスPR展示を行い、登録方法や使用方法を紹介した。

また、普段図書館を利用されない方への広報として、

万代中央ふ頭アクアチッタで行われたイベントに出

向き、本の貸し出しやリサイクル市も開催した。

バリアフリー映画上映会 「博士の愛した数式」

1月23日（40名参加）

障がい者サービスとして、シビックセンター「さくら

ホール」にて毎年開催している。動作や状況を説明

する音声ナレーションや日本語字幕がついた映画

により、障がいがある方でも気軽に楽しめる映画会と

なっている。

●その他の図書館事業
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資料－３ 
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令和３年度の事業活動について 

 

１．管理運営体制について 

令和３年９月現在の組織表を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ総数４９名にて運営を行っており、うち司書資格所有者は３２名である。司書資格保有

率は６５％となっている。ただし、育児休暇取得者が２名おり、実質４７名による運営体制である。 

 

 

 

 

  

（司書資格所有者 3名） 

（司書資格所有者 2名） 

（司書資格所有者 1名） （司書資格所有者 1名） （司書資格所有者 2名） 

（司書資格所有者 2名） （司書資格所有者 9名） （司書資格所有者 10名） 

（司書資格所有者 2名） 
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２．令和３年度実施事業について 

令和３年度の事業計画については、令和２年度を踏襲するとともに、仕様書の要求水準を確保

し、必須事業および提案事業を実施する。 

（資料－３－１ 令和３年度 事業計画一覧表（提案事業等）参照） 

以下に簡潔に提案内容を示し、今年度の実施事業の一部を説明する。 

 

（１） 幼児・児童サービス 

・子どもの成長段階に合わせたサービス 

「子どもの読書活動推進に関する法律」「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

「子どもの読書活動推進計画」に則り、子どもの読む力、調べる力を育成。 

・コーディネーターとしての役割 

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等の全ての施設と連携し、子どもの読書活動を推

進する役割。 

・子どもと読書を結びつける人づくり 

上記計画を推進するため、保護者やボランティアを対象に本の紹介や読み聞かせの講座

を開催。 

【提案事業】 

   ①読書のアニマシオンの推進 

   ②調べる学習支援の強化 

   ③学校図書館との連携強化 

   ④ボランティア団体との協働 

   ⑤子育て支援講座の充実 

   ⑥その他の取組 

【実施事業】 

① 「こどもの読書週間（４月２３日～５月１２日）」 

馬場のぼるとねこに関する本の展示を行い、貸出をしたお子さん先着 100名の方に、図

書館からのねこちゃんクイズやねこのクリップ、しおりのプレゼントを行った。 
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② 「子ども司書（６月２７日、７月１７日、８月１５月）」 

小学生を対象に、図書館の仕事を知ってもらう体験型のイベントを実施した。カウンター業

務や図書の修理および普段は見ることのできない閉架書庫などの見学を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 青少年サービス 

・青少年の世代に合わせたサービスを展開。 

・読書意欲を喚起する活動を強化。 

・世代の交流を図り、主体的に参加できる事業の展開。 

【提案事業】 

   ①ヤングアダルト（＝YA）ボランティア活動の活性化 

   ②その他の取組 

 

（３） 市民、地域団体等の協働・参画による図書館サービス 

・市民が地域の課題を自ら解決できる事業を展開。 

・地域の魅力を再認識でき、郷土への愛着を深める事業を展開。 

・市民活動の成果を発信し、賑わい拠点となる事業を展開。 

【提案事業】 

① 市民、地域団体との連携事業 

【実施事業】 

「徳島大学附属図書館との連携事業 徳島大学附

属図書館×徳島市立図書館合同職員研修会 

（６月１日）」 

研修テーマを「仕事に生きる表現力」と題し、講師

に徳島新聞メディア NIE・NIB推進室 専門アドバイザ

ー 井上 雅史氏と NIE コーディネーター 野口 幸司

氏の両名を迎え、前半は講義、後半は新聞記事の見

出しづくりや 100文字に要約などのワークショップを

行い、他者に伝わる文章作成術を学んだ。  
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（４） ビジネス支援サービス 

・徳島市経済の活性化に寄与するコーナーの設置、イベントの開催。 

・オンラインデータベースの講座の開催や使用頻度の向上。 

【提案事業】 

①ビジネス課題の解決を支援する取組 

 

（５） 課題解決を支援するための取組 

・関係機関・施設との連携事業の開催。 

・地域の課題に対する行政施策の情報発信の充実。 

【提案事業】 

①レファレンス技術の向上 

②市民、地域が抱える課題解決支援のための取組 

 

（６） デジタル資料の導入及び活用 

・電子図書館コンテンツを充実させ、利用喚起のためのイベントを実施。 

・地域資料のデジタル化を推進（ＡＤＥＡＣの利用）。 

【提案事業】 

①電子図書館の利用促進 

②地域資料のデジタル化の促進 

【実施事業】 

「過去の徳島新聞をデータベースによ

り提供」 

過去の新聞を閲覧するのにマイクロ

フィルムや DVDにより提供を行ってい

たが、劣化により見られない場合や読

み取り機械の不具合などもあったた

め、徳島新聞社と徳島県立図書館の協

力により、データベース化した。専用

のパソコンで閲覧が簡単になり、利用

者の利便性が格段に向上した。右記に

新聞掲載記事を示す（徳島新聞 ９月

１６日付）。 
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（７） 新たな利用者の拡大 

【提案事業】 

   ①利便性向上 

   ②立地の特性を活かした事業 

   ③施設の有効活用 

   ④図書館利用が困難な人へのサービス 

   ⑤異分野との連携 

【実施事業】 

「ＳＤＧｓ～未来のための目標～特集展示（７月１日～７月３１日）」 

国連広報センターおよび徳島市企画政策課ＳＤＧｓ推進室と連携し、「さまざまな

図書館とのゆるやかなつながり」の取組を実施した。 

 

（８） その他 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応 

入口にアルコール消毒液を設置するとともに、とくしまアラートなどの告知を掲示

し、利用者の方への情報発信を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料－３ 

- 6 - 
 

また、館内のカウンターには飛沫防止カーテンを設置し、閲覧席も密とならないよ

うに間引きしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自習スペースの管理・運営 

令和３年１月より、会議室を自習スペースと

して開放しており、引き続きその管理・運営を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

・絵本専門士の取得 

廣澤副館長が絵本専門士の

資格を取得した。独立行政法

人国立青少年教育振興機構に

より、絵本の読み聞かせや深

い知識など絵本に関して高い

知識を持っている人を認定す

る資格となっている。今後の

当館の強みとして、情報発信

しながら、様々なイベントに

対応していく。右記に新聞掲

載記事を示す（徳島新聞 ８月

１７日付）。 

 

 

 

 



資料－３－１ 令和３年度 事業計画一覧表（提案事業等）

Ｎｏ． 事　業　名 実施方法 場　　所 回　数 備　　考

1-1．　必須事業

1-1-1 ブックスタート スタッフ こども室 毎日（随時）

1-1-2 ブックスタート
スタッフ
ボランティア

ふれあい健康館 毎週土曜日

1-1-3 ブックスタート支援養成講座 講師 こども室 1回/年

1-1-4 おはなし会・読み聞かせ
スタッフ
ボランティア

おはなしのへや
2回/日
午前午後2回

おはなしのへやで実施するおはな
し会等の行事すべて（重複あり）

1-1-5 こどもの読書週間行事
スタッフ
ボランティア

こども室 1回/年 テーマ展示、クイズラリーの実施

1-1-6 図書館まつり
スタッフ
ボランティア

こども室 1回/年 読書ラリーの実施

1-1-7 特集展示 スタッフ こども室 随時

1-1-8 おはなし会スペシャル ボランティア こども室 2回/年 七夕・クリスマス

1-1-9 図書館見学受入
スタッフ
ボランティア

こども室 随時

1-2．　読書のアニマシオンの推進

1-2-1 読書のアニマシオン スタッフ こども室 1回/月

1-2-2 笑顔がひろがる♪アニマシオン スタッフ こども室 1回/月

1-2-3 アニマシオン事業の拡大 スタッフ
こども室・研修会場
他

随時

1-3．　調べる学習支援の強化

1-3-1 調べる学習支援講座 スタッフ・講師 こども室 随時

1-3-2 こども用パスファインダーの作成 スタッフ こども室 随時

1-4．　学校図書館との連携強化

1-4-1 学校図書館相談窓口の開設 スタッフ こども室 随時

1-4-2 図書館ナビ～学校向け～の発行 スタッフ ― 随時

1-4-3 教科書展示コーナーの設置 スタッフ こども室 常時

1-4-4 移動図書館の学校訪問 スタッフ 市内小学校 随時

１．幼児・児童サービス（こども室での事業）
　・子どもの成長段階に合わせたサービス
　　「子どもの読書活動推進に関する法律」「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」「子どもの読書活動推進計
画」に則り、子どもの読む力、調べる力を育成。
　・コーディネーターとしての役割
　　　保育所、幼稚園、認定こども園、小学校等の全ての施設と連携し、子どもの読書活動を推進する役割。
　・子どもと読書を結びつける人づくり
　　　上記計画を推進するため、保護者やボランティアを対象に本の紹介や読み聞かせの講座を開催。

- （資料-3-１） 1 -



Ｎｏ． 事　業　名 実施方法 場　　所 回　数 備　　考

1-5．　ボランティア団体との協働

1-5-1 読み聞かせボランティア育成講座 スタッフ・講師 こども室 随時

1-6．　子育て支援講座の充実

1-6-1 赤ちゃんプチおはなし会
スタッフ
ボランティア

こども室 毎週

1-6-2 乳幼児の親子向け講座 スタッフ・講師 こども室 随時

1-6-3 赤ちゃん絵本コーナーの設置 スタッフ こども室 常時

1-6-4 子育て支援コーナーの設置 スタッフ こども室 常時

1-7．　その他の取組

1-7-1 ブックリストの提供・図書の紹介 スタッフ ― 随時

1-7-2 ブックトーク
スタッフ
四国大学

こども室 随時

1-7-3 シールラリーの実施 スタッフ こども室 常時

1-7-4 こども映画会 スタッフ こども室 1回/月

1-7-5 工作教室
スタッフ
ボランティア

こども室 随時

1-7-6 実験講座
講師
スタッフ

こども室 随時

1-7-7 むかしあそびの会 講師 こども室 随時

1-7-8 新春イベントの開催 スタッフ こども室 随時
本の福袋、書き初め大会、
おみくじ

1-7-9 読書感想文の書き方講座 講師 こども室 1回/年

1-7-10 ぬいぐるみのおとまり会 スタッフ こども室 随時

1-7-11 子ども司書
スタッフ
ボランティア

こども室 5回/年

1-7-12 異文化との交流 講師 こども室 随時

1-7-13 親子で学ぶ読書支援講座 講師 こども室 随時

1-7-14 絵本作家講演会 絵本作家 シビックセンター 随時

1-7-15
障がいのある子ども・保護者の読
書講座

スタッフ こども室 随時

1-7-16 図書館おでかけ隊
スタッフ
ボランティア

各施設 随時
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Ｎｏ． 事　業　名 実施方法 場　　所 回　数 備　　考

2-1．　必須事業

2-1-1 職場体験及びインターンシップ受入 スタッフ
図書館
移動図書館

随時

2-2．　ヤングアダルトボランティア活動の活性化

2-2-1 ヤングアダルトボランティアの募集 スタッフ ― 常時

2-2-2 告知板の有効活用
スタッフ
YAボランティア

一般室 随時

2-3．　その他の取組

2-3-1
YA向け資料の収集とコーナーの設
置

スタッフ 一般室 常時

2-3-2
「いずみ号」でのYA向け資料とコー
ナーの設置

スタッフ 移動図書館 常時

2-3-3
中高生のための読書案内
YAブックガイドの発行

スタッフ 一般室 随時

2-3-4 YA向け図書館利用講座の開催 スタッフ
一般室
こども室

随時

2-3-5 YA世代同士の本の紹介 スタッフ
一般室
こども室

随時

2-3-6 YAなんでも座談会
スタッフ
講師

一般室
こども室

随時

3-1．　必須事業

3-1-1 特集展示 スタッフ
図書館
移動図書館

随時

3-1-2 徳島大学附属図書館との連携事業
スタッフ
徳島大学附属図
書館職員

館内
徳島大学内

随時
連携協定に基づき、協議により決
定

3-1-3 徳島ヴォルティスとの連携事業 スタッフ
一般室・こども室
テラス・移動図書館

随時
特集コーナーの設置、イベントの
開催等

3-1-4 図書館まつりの開催 スタッフ
図書館
移動図書館

1回/年

3-2．　市民、地域団体との連携事業

3-2-1 公共施設等との連携事業 スタッフ
一般室・会議室
各施設

随時

3-2-2 図書館資料を片手に街角散歩
スタッフ
講師

徳島市内 随時

3-2-3 朗読会の開催
スタッフ
ボランティア

一般室他 随時

3-2-4 徳島文学協会との連携
スタッフ
講師

一般室 随時

3-2-5 図書館でゆるりゆるりと寄り道
スタッフ
講師

一般室 1回/月

3-2-6 映画上映会の開催 スタッフ こども室 1回/月

２．青少年サービス
　・青少年の世代に合わせたサービスを展開。
　・読書意欲を喚起する活動を強化。
　・世代の交流を図り、主体的に参加できる事業の展開。

３．市民、地域団体等との協働・参画による図書館サービス
　・市民が地域の課題を自ら解決できる事業を展開。
　・地域の魅力を再認識でき、郷土への愛着を深める事業を展開。
　・市民活動の成果を発信し、賑わい拠点となる事業を展開。
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Ｎｏ． 事　業　名 実施方法 場　　所 回　数 備　　考

3-2-7 新春イベントの開催 スタッフ
一般室
テラス

1回/年 福袋、お楽しみ抽選会、おみくじ

4-1．　ビジネス課題の解決を支援するための取組

4-1-1 ビジネス支援コーナーの設置 スタッフ 一般室 常時

4-1-2
ビジネス支援のパスファインダー・
ブックリストの作成

スタッフ 一般室 随時

4-1-3 データベース活用講座 講師 一般室 随時

4-1-4 専門機関との共催イベントの開催
スタッフ
講師

一般室
テラス

随時

5-1．　レファレンス技術の向上

5-1-1 レファレンスツールの構築
スタッフ
講師

一般室 常時 レファレンス事例集の作成等

5-2．　市民、地域が抱える課題解決支援のための取組

5-2-1 健康情報コーナーの設置 スタッフ 一般室 常時

5-2-2
健康に関するパスファインダー・ブッ
クリストの作成

スタッフ 一般室 随時

5-2-3
パスファインダー・ブックリストの作
成

スタッフ 一般室 随時

5-2-4 くらしに役立つ講座の開催 講師 一般室 随時

6-1．　電子図書館の利用促進

6-1-1 電子図書館コンテンツの充実 スタッフ ― 随時

6-1-2
電子書籍・電子図書館イベントの開
催

スタッフ 館内・館外 随時

6-1-3 電子図書館によるおはなし会 スタッフ こども室 随時

6-2．　地域資料のデジタル化の促進

6-2-1 郷土資料デジタル化 スタッフ ― 随時 ADEAC

6-2-2 徳島の移り変わりを次世代へ スタッフ 一般室 随時

6-2-3 市民双書のデジタル化 スタッフ 一般室 随時

6-2-4
国立国会図書館デジタル化資料送
信サービス

スタッフ 一般室 常時

６．デジタル資料の導入及び活用
　・電子図書館コンテンツを充実させ、利用喚起のためのイベントを実施。
　・地域資料のデジタル化を推進（ＡＤＥＡＣの利用）。

４．ビジネス支援サービス
　・徳島市経済の活性化に寄与するコーナーの設置、イベントの開催。
　・オンラインデータベースの講座の開催や使用頻度の向上。

５．課題解決を支援するための取組
　・関係機関・施設との連携事業の開催。
　・地域の課題に対する行政施策の情報発信の充実。
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Ｎｏ． 事　業　名 実施方法 場　　所 回　数 備　　考

7-1．　利便性向上

7-1-1 自動貸出機の利用促進 スタッフ 一般室 随時

7-1-2 読書記録帳の利用促進 スタッフ
一般室
こども室

随時

7-1-3 ブックシャワーの利用促進 スタッフ 一般室 随時

7-2．　立地の特性を活かした事業

7-2-1 各施設との連携事業
スタッフ
講師

一般室 随時

7-3．　施設の有効活用

7-3-1 テラスを使った事業
スタッフ
講師

テラス 随時 ミニコンサート等

7-3-2 エレベーターホールの活用 スタッフ
エレベーターホー
ル

随時

7-3-3 地域の生涯学習支援の展示 スタッフ 展示ギャラリー 通年

7-3-4 交換展示 スタッフ 展示ギャラリー 随時

7-4．　図書館利用が困難な人へのサービス

7-4-1 移動図書館サービスの充実 スタッフ 移動図書館 常時

7-4-2 在宅送本サービスの充実 スタッフ 常時
郵送等による方法について教育
委員会と協議

7-4-3 対面朗読サービスの充実
スタッフ
ボランティア

一般室 常時

7-4-4 バリアフリー映画会の実施 スタッフ 館外 1回/年

7-4-5 大活字本等の資料の充実 スタッフ
一般室
こども室

随時

7-4-6 障がい者利用者への対応 スタッフ
図書館
移動図書館

常時

7-4-7 関係機関との連携事業
スタッフ
講師

一般室
こども室

随時

7-4-8 アウトリーチサービスの拡張 スタッフ 館外 随時

7-4-9 認知症サポーターの拡大
スタッフ
講師

図書館
移動図書館

随時

7-4-10 障がい者の職業実習 スタッフ
図書館
移動図書館

随時

7-5．　異分野との連携

7-5-1 異分野との連携事業
スタッフ
講師

一般室
こども室

随時

７．新たな利用者の拡大
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