
令和３年度 第２回 徳島市立図書館会協議会 

 

 

 

 

 

議題 

(1) 令和３年度の活動状況について・・・・・・資料－１ 

(2) 令和４年度の事業計画（案）について・・・資料－２ 
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令和３年度の活動状況について 

 

（１）利用状況について（平成２４年度～令和３年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

※令和３年度実績は見込み数値。また、開館日数については、新型コロナウイルスの感染拡

大により４月２９日から５月２１日まで臨時休館。また､図書館システム更新に伴い､長期図

書整理期間を１５日間に延長｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度

開館日数 343 342 342 343 333 342 342 342 310 315

入館者数 581,134 506,600 529,064 585,886 561,331 555,798 563,961 571,754 383,466 399,000

貸出者数 255,504 263,287 262,519 273,058 270,787 276,752 284,123 289,515 236,318 244,000

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 1,132,017 956,248 988,000

予約件数 100,409 109,351 112,333 127,416 134,101 139,954 144,165 146,793 149,851 170,000

新規登録者数 12,381 5,245 4,152 4,031 3,413 3,264 3,378 3,116 1,933 2,000
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（２）蔵書冊数について（令和４年２月２８日現在） 

 

 

 

  0：総記 12,947 1,133 14,080 13,601 479 2.5

1：哲学 17,208 3,388 20,596 20,044 552 3.6

2：歴史地理 50,987 5,377 56,364 55,217 1,147 10.0

3：社会科学 57,645 5,896 63,541 61,628 1,913 11.2

4：自然科学 34,048 6,593 40,641 39,380 1,261 7.2

5：工学技術 29,856 13,514 43,370 42,720 650 7.7

6：産業 14,565 2,420 16,985 16,709 276 3.0

7：芸術 32,995 7,478 40,473 40,059 414 7.2

8：語学 6,893 1,222 8,115 7,920 195 1.4

9：文学 137,201 49,517 186,718 182,206 4,512 33.0

C：紙芝居 2,546 2,262 4,808 4,816 -8 0.9

E：絵本 36,471 21,899 58,370 57,611 759 10.3

M：マンガ 3,057 3,588 6,645 7,008 -363 1.2

視聴覚資料 4,664 0 4,664 4,657 7 0.8

合計 441,083 124,287 565,370 553,576 11,794 100.0

構成比％ 78.0 22.0 100.0

分類 本館 移動図書館 構成比％
R２年度末
蔵書数

R４年2月末
蔵書数

増減
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（３）電子図書館について（令和４年２月２８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－１－１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－１－２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－１－１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、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

令和3年度 293 2,325 7,360 2,358 788 8,197

         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 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、４月２９日から５月２１日までを臨時休

館とした。開館後は、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。 

また､８月２４日から９月２６日までは､閉館時間を１時間早めて､２０時閉館とした｡ 

【館内の環境】 

1．出入口に手指消毒液および検温器を設置 

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） 

【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） 
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【イベントについて:２月２４日から小学生以下のイベント中止を継続中】 

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 

 

 

 



資料－１－１ 令和３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） 801名参加（2月末）

1-1-2 ブックスタート 毎週土曜日 毎週土曜日 461名参加（2月末）

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）2,437名参加（2月末）

1-1-5 こどもの読書週間行事 1回/年 1回/年
馬場のぼるとねこに関する本の展示。貸出をしたお子さ
ん先着100名に、図書館クイズとねこのクリップ、しおり
をプレゼント。

1-1-6 図書館まつり 1回/年 1回/年

ノーベル賞に関する本の展示。貸出をしたお子さん先
着１００名に、スタッフ手作りの小箱をプレゼント（ガチャ
ガチャ形式）。読書ラリーでは、５冊読んで感想を書いた
お子さん先着１００名に、賞状・鉛筆か消しゴム・折り紙
をプレゼント｡国立科学博物館巡回展「ノーベル賞を受
賞した日本の科学者」は12/6まで５階・６階図書館ギャ
ラリーおよび６階一般室フロアで開催。

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
たなばたのおはなし会・真夏の肝だめしおはなし会・ク
リスマスのおはなし会　計35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 1,062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 25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 61名参加

1-2-3 アニマシオン事業の拡大 随時 随時

四国大学、徳島県立男女共同参画総合支援センター、
神山町神山つなぐ公社､徳島県総合教育センター､美馬
市立図書館､北島田集会所､吉野川市立鴨島図書館に
て講座　計181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
11/6 虫博士 30名参加､11/20 ひろって調べてきれいに
なる！新町川リバークリーン 14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 「藍染」「阿波弁」

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 11/11発行

1-4-3 教科書展示コーナーの設置 常時 常時
5/22 中学校教科書を令和3年度に更新､6/11～6/24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

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
4/10春のわらべうた講座､7/10夏のわらべうた講座､
10/9秋のわらべうた講座､1/8冬のわらべうた講座　計
45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 268名参加

1-6-2 乳幼児の親子向け講座 随時 随時 3/27 ｢0歳からの健康なお口育て｣ 予定

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 ｢認知症｣

1-7-2 ブックトーク 随時 随時
7/25「絵本でひらめきみっけ！夏の自由研究・読書感
想文へＧｏ！」9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 計92名参加

１．幼児・児童サービス（こども室での事業）
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Ｎｏ． 事　業　名 予定回数 実施回数 備　　考

1-7-5 工作教室 随時 随時 計56名参加

1-7-6 実験講座 随時 随時 6名参加

1-7-7 むかしあそびの会 随時 随時 1/23 けん玉マスターになろう！18名参加

1-7-8 新春イベントの開催 随時 随時
1/2～1/10本の福袋50袋･おみくじ、1/5書き初め大会8
名参加

1-7-9 読書感想文の書き方講座 1回/年 1回/年
7/25絵本でひらめきみっけ！夏の自由研究・読書感想
文へＧｏ！ 9名参加

1-7-10 ぬいぐるみのおとまり会 随時 随時 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為延期。

1-7-11 子ども司書 5回/年 5回/年 6/27､7/17、8/15 連続講座 計7名参加

1-7-12 異文化との交流 随時 随時
8/1ドキドキ★チャイニーズ～中国語のおはなし会～､
1/16エンジョイ イングリッシュ､1/22ネパールの文化を
体験しよう！ 計45名参加

1-7-13 親子で学ぶ読書支援講座 随時 随時
1/15笑顔がひろがる♪アニマシオンスペシャル　モダン
アートで世界に一つだけの絵本をつくろう

1-7-14 絵本作家講演会 随時 随時 3/21やまさきじゅんよさんと絵本を作ろう！予定

1-7-15 障がいのある子ども・保護者の読書講座 随時 随時 7/29､8/5 三谷広紙芝居祭り　計9名参加

1-7-16 図書館おでかけ隊 随時 随時
徳島県立男女共同参画総合支援センター、北島田集
会所 計67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 11/20､11/21ちびっ子インターンシップ 計9名

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57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
特集入替え（4回）「メディアミックス」「食欲の秋」「高校・
大学入試対策」「防災」

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 としょかんヤングジャーナルホルト2021 Vol．34､35発行

2-3-4 YA向け図書館利用講座の開催 随時 随時
8/7、8/14夏のＹＡ講座　図書館スタッフになろう！ 計
12名参加

2-3-5 YA世代同士の本の紹介 随時 随時 6/26おすすめ本のＰＯＰ作成 23名参加

2-3-6 YAなんでも座談会 随時 随時 10/23 14名参加

3-1．　必須事業

3-1-1 特集展示 随時 随時
入替え（3回）「防災のススメ」「こころの健康」「古地図・
絵図の世界」、ブックリストの発行

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、合同職員研修会、リユースお宝市
2021を実施

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

3-1-4 図書館まつりの開催 1回/年 1回/年

10/27～11/9「ノーベル賞１２０年～人類の平和と発展
に貢献した人々～」開催
ノーベル賞に関する本の展示、国立科学博物館巡回展
示「ノーベル賞を受賞した日本の科学者」を実施。巡回
展は、12/6まで実施。

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

7/29 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、11/14ふれあい健康館イベントへ移動図書館
「いずみ号」乗り入れ､1/22 バリアフリー映画会をさくら
ホールにて実施｡

3-2-2 図書館資料を片手に街角散歩 随時 随時 11/14 8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　7/18､10/24､11/21､1/16　計53
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 4/18､6/27､7/25､11/13､12/26 計24名参加

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

3-2-6 映画上映会の開催 1回/月 1回/月 計95名参加

3-2-7 新春イベントの開催 1回/年 1回/年 1/2～1/11福袋70袋､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 常時 常時
特集入替え（4回）「テレワーク時代を応援する本」「ビジ
ネスに関するSDGｓの本」「自分ブランディング」「2021年
度社史・会社案内」

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 「SDGs」､「ブランディング」に関するブックリスト

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 12/10､12/11 自分ブランディング講座 計16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68件、ブックリスト15件、パスファイン
ダー2件登録　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 テーマ更新「こころの健康」

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
ブックリスト「こころの健康」､パスファインダー「メンタル
ヘルス」

5-2-3 パスファインダー・ブックリストの作成 随時 随時
上記以外に､パスファインダー「阿波晩茶(改訂)」｢徳島
の方言｣(予定)､ブックリスト「防災」｢認知症」｢古地図･絵
図の世界｣

5-2-4 くらしに役立つ講座の開催 随時 随時 3/19図書館まるごと！バックヤードツアー　予定

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 293冊増（2月末）､第一生命文庫設立

6-1-2 電子書籍・電子図書館イベントの開催 随時 随時 11/28 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 7/25 電子絵本ｄｅよみきかせ 4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 徳島新聞データベースの運用開始

6-2-2 徳島の移り変わりを次世代へ 随時 随時

6-2-3 市民双書のデジタル化 随時 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

常時 常時 16名利用（2月末）

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 3/19 図書館まるごと！バックヤードツアー　予定

7-1-3 ブックシャワーの利用促進 随時 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 随時 随時
アミコビル東館1階エスカレーター前での「徳島市SDGs
ポスター展」（６月１６日～７月１８日）に合わせ展示。国
連広報センターとゆるやかなつながりを構築。

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 七夕笹飾りとオススメ本紹介

7-3-2 エレベーターホールの活用 随時 随時 11/28 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（入替え4
回「瀬戸内晴美・白寿記念～1960年代まで」「阿淡産
志・禽類」「本の顔」「阿淡産志・雑草類」）

7-3-4 交換展示 随時 随時
3/2～4/4 大東市立東部図書館との交換展示(三好長
慶)

６．デジタル資料の導入及び活用

７．新たな利用者の拡大

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

7-4．　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
ふれあい健康館イベントへ移動図書館「いずみ号」乗り
入れ

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 1/22「僕らのごはんは明日で待ってる」22名参加

7-4-5 大活字本等の資料の充実 随時 随時

7-4-6 障がい者利用者への対応 常時 常時 バリアフリーＤＶＤリストを更新

7-4-7 関係機関との連携事業 随時 随時
徳島県障がい者交流プラザ主催研修会の講師および
参加

7-4-8 アウトリーチサービスの拡張 随時 随時
北島田集会所 43名参加､ふれあい健康館イベントへ移
動図書館「いずみ号」乗り入れ

7-4-9 認知症サポーターの拡大 随時 随時 認知症サポーター養成講座受講および特集展示

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

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
国連広報センターとSDGｓ連携展示､SDGｓ研修受講､国
立科学博物館の巡回展示を実施。
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資料－１－２　令和３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

◆幼児・児童サービスにおける行事

◆青少年における行事

６月２７日、７月１７日､８月１５日 （７名参加）

小学生を対象に､カウンター体験､修理体験､図書館

探検､調べ物体験､読み聞かせの５回開催した｡参加

したお子さんへは、館長から認定証を授与した。この

イベントを振り返りながら「図書館の普段行けない場

所に行けた事がうれしかった」「司書になって図書館

で働きたいと思った」など、図書館への興味は尽きな

い感じであった｡

子ども司書

調べる学習支援講座 ｢ひろって調べてきれいにな

る！新町川リバークリーン｣

１１月２０日（１４名参加）

「新町川を守る会」中村さんにご案内いただき、新町

川をめぐりながらゴミ拾いを実施した。天気が良くゴミ

が少なかったので､ゴミが溜まりやすい川の淀みに

行った｡空き缶やイカの骨・長い竹を発見すると､網

を使って回収した。回収後はワークシートに記入し

て､SDGｓについても勉強した｡

１０月２３日（１４名参加）

図書館をテーマに、YAボランティアと率直な意見の

交換を行った。既に自習スペースを設置しているが､

浸透していないこともあり､広報の方法についての意

見交換を行った｡また､今後図書館で実施して欲しい

イベントとしてビブリオバトルなどの意見があった｡今

後の図書館運営の参考にしたい。

「YAなんでも座談会」

異文化との交流 ｢ネパールの文化を体験しよう！｣

１月２２日(２回開催) （２２名参加）

徳島県未来創生文化部スポーツ振興課と徳島市市

民文化部文化スポーツ振興課のご協力により、イベ

ントを実施した｡徳島県は､東京2020オリンピックのネ

パールのホストタウンとして、事前キャンプの受け入

れをきっかけに交流があり､ネパールのシンボルであ

るゾウや宝結びが描かれた、ランタンを作成した。
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●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

６月１日（４０人参加）

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。今後の図書館運

営に生かしていく｡

徳島大学連携事業合同職員研修会

「仕事に生きる表現力」

図書館でゆるりゆるりと寄り道～本と人と語らいを～

計５回開催 （計２４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

で参加していただくイベントである｡各回それぞれ趣

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、利用者の方へもアピールを行って

いる。

自分ブランディング講座

１２月１０日､１２月１１日（計１６人参加)

講師にatelier R（アトリエ アール）の賀川詔子氏を迎

え､セルフブランディング術の講座を開催した｡前半

の講義でブランディングの方法を学び、後半はその

内容をもとにワークを実施した｡後半のワークでは参

加者２名の方が発表を行うなど活発な講座となり、多

くの方が賀川先生に個別で相談する光景も見られた。

今後も働く人の後押しとなるイベントの開催を積極的

に行いたい。
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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

●新たな利用者の拡大

「図書館まつり」 （ノーベル賞120年～人類の平和と

発展に貢献した人々～）

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、ノーベル賞に焦点を合わせ､四国の図

書館として始めて､国立科学博物館より巡回展示資

料をお借りして５階､６階のギャラリーおよび６階一般

室内に展示を行った｡

ノーベル賞に関する本の展示を行うとともに､こども室

においては､貸出をしたお子さん先着１００名に、ス

タッフ手作りの小箱をプレゼントを行い､読書ラリーで

は、５冊読んで感想を書いたお子さん先着１００名に、

賞状・鉛筆か消しゴム・折り紙をプレゼントを実施した。

国立科学博物館巡回展示 「ノーベル賞を受賞した

日本の科学者」は､１１月２日から１２月６日まで実施し

た｡

SDGｓを合い言葉に､国連広報センターとのゆるやか

な協力関係を構築

バリアフリー映画上映会

「僕らのごはんは明日で待ってる」

１月２２日（２２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。

徳島市企画政策課によるアミコビル東館(1F)で行わ

れた「徳島市SDGsポスター展」に図書館での取組に

ついても掲示していただいた｡それに合わせて、館

内の一般室とこども室にて「SDGｓ～未来のための目

標」と題して､特集展示を行った。他にも、ビジネス

コーナーでのSDGｓ特集展示やブックリストの作成等

も行った。

スタッフのSDGｓの知識を深めるために､研修も実施

した｡
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●広報活動（新聞記事)

令和３年８月１７日付 徳島新聞

「廣澤副館長が絵本専門士を

取得」について

令和３年１２月２２日

付 毎日新聞

「電子書籍寄贈」に

ついて

令和３年１１月２日付

徳島新聞 「図書館

ギャラリー展示(ノー

ベル賞)」について

令和３年９月１６日

付 徳島新聞

「徳島新聞データ

ベース」について
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資料－２ 
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令和４年度の事業計画（案）について 

令和４年度事業計画については、令和３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－２－１ 令和４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す。 

 

（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 

 

（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 
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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 

 

（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 

   ⑥アミコビル移転１０周年記念事業 

 

 

（８） その他 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応 

・自習スペースの運営・管理 

・移動図書館事務所の移転検討および移転業務 

 

 



資料－２－１ 令和４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。
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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

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

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

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 専門機関以外の連携も含む

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 令和3年度に研修受講済

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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