令和３年度事業報告及び令和４年度事業計画について

４月の実績

○利用状況
貸出冊数 22,783 冊（前年同月比 +22,712 冊） 貸出人数 5,634 人（前年同月比 +5,628 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 208 冊、209 冊、115 人（前年同月比 +208 冊、+209 冊、+115 人）
※ 前年度４月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休館、移動図書館車の運行中止
○催事
金曜シネマ「モリのいる場所」

４月 16 日(金)

発達障がいの「気づき」と「可能性」～映画上映と座談会～

46 人

４月 18 日(日) 15 人

児童向け工作教室「図書館あそびのひろば」

４月 18 日(日)

40 人

ビブリオトーク会

４月 25 日(日)

６人

子育て総合支援センター「ぬくぬく」おはなし会

４月 26 日(月)

24 人

○テーマ展示
一般向け展示 埼玉 150 周年を記念して、渋沢栄一の関連本及び地域の本を展示
「郷土を知ろう！日高・埼玉 これまで これから」３月 10 日(水) ～ ４月 25 日(日)
一般向け展示「嗚呼、素晴らしき漫画の世界！」

４月 27 日(火) ～ ６月 27 日(日)

発達障がい啓発週間 関連本の展示・貸し出し

３月 30 日(火) ～ ４月 25 日(日)

児童向け展示「イースター～春をたのしもう～」

３月 30 日(火) ～ ４月 25 日(日)

児童向け展示「スタート！」

３月 30 日(火) ～ ５月 30 日(日)

児童向け展示「身の回りのしぜん」

４月 27 日(火) ～ ５月 30 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本 2020」
３月 22 日(月) ～ ４月 25 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「つくってみよう やってみよう」 ４月 27 日(火) ～ ５月 30 日(日)

○館内おはなし会（おはなしポケット）

4/7､14、21、28 水曜日、4/3 土曜日（計５回）39 人

○その他
・図書館の利用促進及び図書館蔵書にならない寄贈本の活用のため、文化体育館「ひだかアリ
ーナ」１階に寄贈型本棚「くりくりとしょ」を設置
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・赤ちゃんと保護者が気兼ねなく来館して、図書館で楽しい時間を過ごすことができるよう
「あかちゃんタイム」を実施（保健相談センター乳児検診の日程をあわせる。）
併せて、４ヶ月、６ヶ月、10 ヶ月、１歳６ヶ月の検診時に、それぞれの年齢にあわせた
おすすめ本のリストの配布を開始
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５月の実績
○利用状況
貸出冊数 23,772 冊（前年同月比 +22,755 冊) 貸出人数 5,712 人（前年同月比 +5,398 人)
移動図書館車による貸出・返却・人数 222 冊、211 冊、113 人（前年同月比 +222 冊、+211 冊、+113 人）
※ 前年度５月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休館、移動図書館車の運行中止
【年度累計】
貸出冊数 46,555 冊（前年度比 +45,467 冊) 貸出人数 11,346 人（前年度比 +11,026 人)
移動図書館車による貸出・返却・人数 430 冊、420 冊、228 人（前年度比 +430 冊、+420 冊、+228 人）
○催事
金曜シネマ「インディ・ジョーンズ

魔宮の伝説」

一般向け講座「
『鬼滅の暗号』と日本古代史」

５月 14 日(金)

22 人

５月 30 日(日)

32 人

○テーマ展示
一般向け展示「嗚呼、素晴らしき漫画の世界！」

４月 27 日(火) ～ ６月 27 日(日)

児童向け展示「スタート！」

３月 30 日(火) ～ ５月 30 日(日)

児童向け展示「身の回りのしぜん」

４月 27 日(火) ～ ５月 30 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「つくってみよう やってみよう」 ４月 27 日(火) ～ ５月 30 日(日)

○館内おはなし会（おはなしポケット）
○学校訪問おはなし会

5/12、19、26 水曜日、5/8 土曜日（計４回）45 人

合計 ５回 ５月 ６日(木) 高萩北小１年生、すぎのこ
５月 13 日(木) 高麗川小２年生、たんぽぽ
５月 14 日(金) 高萩北小２，３年生
５月 25 日(火) 高麗川小１年生
５月 28 日(金) 武蔵台小１～６年生

○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
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６月の実績
○利用状況
貸出冊数 23,127 冊（前年同月比 +3,128 冊) 貸出人数 5,838 人（前年同月比 +1,508 人)
移動図書館車による貸出・返却・人数 192 冊、189 冊、106 人（前年同月比 +192 冊、+189 冊、+106 人）
※ 前年度６月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため移動図書館車の運行中止
【年度累計】
貸出冊数 +69,682 冊(前年度比 +48,595 冊) 貸出人数 +17,184 人(前年度比 +12,534 人)
移動図書館車による貸出・返却・人数 622 冊、609 冊、334 人（前年度比 +622 冊、+609 冊、+334 人）
○催事
ビブリオトーク会

６月 ６日(日)

６人

金曜シネマ「マチネの終わりに」

６月 18 日(金)

47 人

ホリデーシネマ「クボ 二本の弦の秘密」

６月 20 日(日)

16 人

児童向け工作教室「図書館あそびのひろば」

６月 20 日(日)

44 人

一般向け文化講座「
『方言漢字』の聖地・埼玉 身近な文字の方言を考える」 ６月 27 日(日) 24 人
○テーマ展示
一般向け展示「嗚呼、素晴らしき漫画の世界！」

４月 27 日(火) ～ ６月 27 日(日)

一般向け展示「未来のためにできること～知っていますか？SDGｓ～」
６月 29 日(火) ～ ８月 29 日(日)
児童向け展示「とり・鳥・BIRD」

６月 １日(火) ～ ７月 25 日(日)

児童向け展示「かがくあそび」

６月 29 日(火) ～ ８月 ３日(火)

児童向け展示「だいすき スポーツ」

６月 29 日(火) ～ ８月 29 日(日)

児童向け展示「図書館を使って調べよう！」

６月 29 日(火) ～ ９月 26 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「第 16 回全国読書マラソン・コメント大賞入選図書」
６月 29 日(火) ～ ９月 ７日(火)

○館内おはなし会（おはなしポケット）
○学校訪問おはなし会

6/2､9､16､23､30 水曜日、6/5 土曜日（計６回）58 人

合計 ８回 ６月 １日(火) 高麗川小３年生
６月 ４日(金) 高麗川小４年生
６月 ８日(火) 高萩北小４，５年生
６月 10 日(木) 高麗川小５年生
６月 15 日(火) 高萩北小６年生
６月 17 日(木) 高麗川小６年生
６月 21 日(月) 高麗小１～６年生
６月 25 日(金) 高根小１～６年生、ふたば、つくし

○高根小学校図書館見学

６月 ９日(水) 児童 22 人

○高麗川小学校図書館見学

６月 17 日(木) 児童 130 人

○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
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７月の実績
○利用状況
貸出冊数 27,054 冊（前年同月比 +6,450 冊） 貸出人数 6,152 人（前年同月比 +1,300 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 183 冊、211 冊、97 人（前年同月比 +75 冊、+142 冊、+48 人）
【年度累計】
貸出冊数 96,736 冊（前年度比 55,045 冊） 貸出人数 23,336 人（前年度比 13,834 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 805 冊、820 冊、431 人（前年度比 +697 冊、+751 冊、+382 人）
○催事
連続児童文学講座「スライドでめぐる児童文学の舞台」
（第１回）
ラドヤード・キプリング作「プークが丘の妖精パック」

７月 ２日(金)

10 人

金曜シネマ「マンマ・ミーア！」

７月 16 日(金)

41 人

夏休み おたのしみスタンプラリー

７月 22 日(木) ～ ８月 29 日(日)

児童向け講座「調べる広場」

７月 29 日(木)

７人

きっず★シネマ「おさるのジョージ」

７月 31 日(土)

52 人

○テーマ展示
一般向け展示「未来のためにできること～知っていますか？SDGｓ～」
６月 29 日(火) ～ ８月 29 日(日)
児童向け展示「かがくあそび」

６月 29 日(火) ～ ８月 ３日(火)

児童向け展示「だいすき スポーツ」

６月 29 日(火) ～ ８月 29 日(日)

児童向け展示「図書館を使って調べよう！」

６月 29 日(火) ～ ９月 26 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「第 16 回全国読書マラソン・コメント大賞入選図書」
６月 29 日(火) ～ ９月 ７日(火)

一箱本棚展示「武蔵台中★一箱本棚」
○館内おはなし会（おはなしポケット）
○学校訪問おはなし会

７月 27 日(火) ～ ８月 18 日(水)
7/14､21､28 水曜日、7/3 土曜日（計４回）47 人

合計 ４回 ７月 ５日(月) 高萩小３，４年生
７月 ９日(金) 高萩小６年生
７月 13 日(火) 高萩小５年生
７月 15 日(木) 高萩小１，２年生、ひまわり

○臨時学習室開設
７月 13 日(火)から８月 31 日(火)の間の 31 日

午前９時～午後６時 45 分
延 357 人利用（日平均 12.5 人）

前年度（８月１日から８月 30 日の間の 25 日） 延 313 人利用（日平均 12.5 人）
○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
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８月の実績

○利用状況
貸出冊数 28,283 冊（前年同月比 +6,812 冊） 貸出人数 6,481 人（前年同月比 +1,408 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 145 冊、143 冊、106 人（前年同月比 +51 冊、+38 冊、+57 人）
【年度累計】
貸出冊数 125,019 冊（前年度比 +61,857 冊） 貸出人数 29,817 人（前年度比 +15,242 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 950 冊、963 冊、537 人（前年度比 +748 冊、+789 冊、+439 人）
○催事
夏休み おたのしみスタンプラリー
かがくあそび「万華鏡をつくろう！」

７月 22 日(木) ～ ８月 29 日(日)
８月 ２日(月) 34 人

一般向け講座「今、話題の SDGｓを知っていますか？世界が近くなる、日本社会が見えてくる、
そして今私たちができる身近なこと」
８月 ５日(木) 27 人
ビブリオバトル ～2021 夏の陣～
終戦記念シネマ「あゝひめゆりの塔」

８月 ７日(土) 34 人
８月 ９日(月) 44 人

児童向け工作教室「図書館あそびのひろば」
８月 15 日(日)
ちょっぴりこわいおはなし会（４歳～小学校低学年）８月 18 日(水)
こわ～いおはなし会（小学生以上）
８月 18 日(水)
金曜シネマ「五億円のじんせい」
８月 20 日(金)

43 人
17 人
45 人
44 人

夏休み児童向け文化講座 東京大学ＣＡＳＴ・サイエンスショー「カラフル！マジカル！
～「色」のふしぎを学ぼう～」
８月 21 日(土) 95 人
ビブリオトーク会
８月 22 日(日) ７人
○テーマ展示
一般向け展示「未来のためにできること～知っていますか？SDGｓ～」
６月 29 日(火) ～ ８月 29 日(日)
児童向け展示「かがくあそび」
６月 29 日(火) ～ ８月 ３日(火)
児童向け展示「だいすき スポーツ」
６月 29 日(火) ～ ８月 29 日(日)
児童向け展示「図書館を使って調べよう！」
６月 29 日(火) ～ ９月 26 日(日)
児童向け展示「こわいおはなし」
７月 27 日(火) ～ ９月 26 日(日)
ヤング・アダルト
Ｙ ・ Ａ 向け展示「第 16 回全国読書マラソン・コメント大賞入選図書」
６月 29 日(火) ～ ９月 ７日(火)
一箱本棚展示「武蔵台中★一箱本棚」
７月 27 日(火) ～ ８月 18 日(水)
一箱本棚展示「図書館員の★一箱本棚」
８月 19 日(木) ～ ９月 26 日(日)
○館内おはなし会（おはなしポケット） 8/4､11､25 水曜日、8/7 土曜日（計４回）49 人
○図書館実習受入
明星大学 １名
８月５日(木) ～ ８月 19 日(木)のうちの 12 日間
○移動図書館車場所変更
東コース「日高団地自治会館」の建替完了のため、８月 24 日(火)から「日高団地ふれあい館」
（３月９日(火)～８月 10 日(火)）を「日高団地自治会館」に変更
○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・緊急事態宣言中（８月２日(月)～９月 30 日(木)）は、午後８時以降の会議室等の貸出休止
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９月の実績
○利用状況
貸出冊数 26,507 冊（前年同月比 +5,723 冊） 貸出人数 6,135 人（前年同月比 +1,311 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数

156 冊、149 冊、96 人（前年同月比 +62 冊、+46 冊、+52 人）

【年度累計】
貸出冊数 151,526 冊（前年度比 +67,580 冊） 貸出人数 35,952 人（前年度比 +16,553 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 1,106 冊、1,112 冊、633 人（前年度比 +810 冊、+835 冊、+491 人）
○催事
金曜シネマ「ひとよ」

９月 17 日(金)

40 人

一般向け文化講座「風呂敷スタイル」

９月 18 日(土)

22 人

ホリデーヤングシネマ「さよならくちびる」

９月 26 日(日)

18 人

○テーマ展示
一般向け展示「古き良きモノたち」

８月 31 日(火) ～ ９月 26 日(日)

児童向け展示「図書館を使って調べよう！」

６月 29 日(火) ～ ９月 26 日(日)

児童向け展示「こわいおはなし」

７月 27 日(火) ～ ９月 26 日(日)

児童向け展示「のりもの しゅっぱつ進行！」

８月 31 日(火) ～ ９月 26 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「第 16 回全国読書マラソン・コメント大賞入選図書」
６月 29 日(火) ～ ９月 ７日(火)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「本と CD お楽しみセット」

９月 ８日(水) ～ 11 月 ３日(木)

一箱本棚展示「図書館員の★一箱本棚」

８月 19 日(木) ～ ９月 26 日(日)

一箱本棚展示「追悼 池田正孝先生」

９月 28 日(火) ～ 11 月 28 日(日)

一般・児童向け企画展示「絵本で世界を旅する」

９月 28 日(火) ～ 11 月 28 日(日)

○館内おはなし会（おはなしポケット）
○学校訪問おはなし会

合計 １回

9/1､8､15､22､29 水曜日、9/4 土曜日（計６回）93 人

９月 14 日(火)

高麗川小１年生 【中止】※

９月 17 日(金) 高麗川小２年生、たんぽぽ 【中止】※
９月 24 日(金)

高麗小１～６年生 【中止】※

９月 28 日(火)

高萩小５年生 【中止】※

９月 28 日(火) 高萩小 ひまわり
９月 30 日(木) 高麗川小３年生 【中止】※
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・緊急事態宣言中（８月２日(月)～９月 30 日(木)）は、午後８時以降の会議室等の貸出休止
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１０月の実績

○利用状況
貸出冊数 25,598 冊（前年同月比 +3,397 冊） 貸出人数 6,111 人（前年同月比 +867 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数

155 冊、140 冊、88 人（前年同月比 +11 冊、+29 冊、+31 人）

【年度累計】
貸出冊数 177,124 冊（前年度比 +70,977 冊） 貸出人数 42,063 人（前年度比 +17,420 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 1,261 冊、1,252 冊、721 人（前年同月比 +821 冊、+864 冊、+522 人）
○催事
一般向け文化講座「図鑑マニアが語る図鑑の世界」 10 月 10 日(日)

35 人

金曜シネマ「萌の朱雀」

10 月 15 日(金)

51 人

児童向け工作教室「図書館あそびのひろば」

10 月 17 日(日)

57 人

ホリデーシネマ「アートのお値段」

10 月 17 日(日)

26 人

ビブリオトーク会

10 月 17 日(日)

８人

10 月 31 日(日)

31 人

企画展おはなし会「世界一周

おはなしの旅」

○テーマ展示
一般・児童向け企画展示「絵本で世界を旅する」

９月 28 日(火) ～ 11 月 28 日(日)

一箱本棚展示「追悼 池田正孝先生」

９月 28 日(火) ～ 11 月 28 日(日)

○館内おはなし会（おはなしポケット）
○学校訪問おはなし会

合計 ８回

10/6､13､20､27 水曜日、10/2 土曜日（計５回）55 人

10 月 ７日(木) 高萩小３，４年生
10 月 ８日(金) 高萩小１，２年生
10 月 11 日(月) 高麗川小４年生
10 月 12 日(火) 高麗川小５年生
10 月 14 日(木) 高萩北小４，５年生
10 月 19 日(火) 高萩北小１，２年生、すぎのこ
10 月 21 日(木) 高萩北小６年生
10 月 29 日(金) 高麗川小６年生

○学校訪問ブックトーク

合計 １回 10 月 28 日(木) 高萩北小３年生

○高萩小学校図書館見学

10 月 27 日(水)

児童 80 人

○高根小学校図書館見学

10 月 29 日(金)

児童 22 人

○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
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１１月の実績

○利用状況
貸出冊数 22,931 冊（前年同月比 +1,333 冊） 貸出人数 5,700 人（前年同月比 +562 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数

136 冊、141 冊、92 人（前年同月比 -7 冊、-4 冊、+16 人）

【年度累計】
貸出冊数 200,055 冊（前年度比 +72,310 冊） 貸出人数 47,763 人（前年度比 +17,982 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 1,397 冊、1,393 冊、813 人（前年同月比 +814 冊、+860 冊、+538 人）
○催事
連続児童文化講座「スライドでめぐる児童文学の舞台」（第２回）

11 月 12 日(金) 12 人

企画展関連
講演会「世界をめぐる～偕成社の絵本といっしょに」
金曜シネマ「ピーターラビット」

11 月 14 日(日)

28 人

11 月 19 日(金） 33 人

○テーマ展示
一般・児童向け企画展示「絵本で世界を旅する」

９月 28 日(火) ～ 11 月 28 日(日)

一般向け展示「蔵出しＣＤ」

11 月 30 日(火) ～ 12 月 26 日(日）

児童向け展示「クリスマス！」

11 月 30 日(火) ～ 12 月 26 日(日）

児童向け展示「いぬがいっぱい」

11 月 30 日(火) ～ １月 30 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「若い世代の作家さんたち」

11 月 ４日(木) ～ 12 月 28 日(火)

一箱本棚展示「川越西高★一箱本棚」

11 月 30 日(火) ～ １月 30 日(日)

図書展示「日高市市制施行 30 周年」

11 月 30 日(火) ～ 12 月 26 日(日）

○館内おはなし会（おはなしポケット）

11/10､17､24 水曜日、11/6 土曜日（計４回）60 人

○学校訪問おはなし会

合計 １回

11 月 26 日(金) 武蔵台小１～６年生

○学校訪問ブックトーク

合計 ４回 11 月 ２日(火) 高萩小３年生
11 月 ４日(木) 高麗川小３年生
11 月 ５日(金) 高麗小３年生
11 月 16 日(火) 武蔵台小３年生

○高麗川小学校図書館見学

11 月 ８日(月)

児童 127 人

○移動図書館車文化祭出張

11 月 ６日(土)

高麗川南公民館

○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・図書館サービスのアンケート調査
期

間：

回収状況：

11 月８日(月)～11 月 28 日(日)
569 枚（前年度比+153 枚）
、回収率 42％
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１２月の実績

○利用状況
貸出冊数 23,049 冊（前年同月比 +1,320 冊） 貸出人数 5,439 人（前年同月比 +595 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数

180 冊、181 冊、85 人（前年同月比 +45 冊、+41 冊、±0 人）

【年度累計】
貸出冊数 223,104 冊（前年度比 +73,630 冊） 貸出人数 53,202 人（前年度比 +18,577 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 1,577 冊、1,574 冊、898 人（前年同月比 +859 冊、+901 冊、+538 人）
○催事
児童向け図書館なぞ解きイベント「ひゃっか王からの挑戦状」
（ポプラ社のイベントキット「ひゃっか王からの挑戦状 図書館に隠された宝物をさがせ！編」を使用したイベント）
12 月 11 日(土) ～ １月 10 日(月）

参加者 24 人、正解者 19 人

金曜シネマ「海よりもまだ深く」

12 月 17 日(金)

43 人

日高市立図書館ビブリオバトル 2021 ～冬の陣～

12 月 18 日(土)

38 人

子ども映画会「きっず★シネマ」上映 1 本

12 月 19 日(日)

34 人

児童向け工作教室「図書館あそびのひろば」

12 月 19 日(日)

40 人

クリスマス★スペシャルコンサート

12 月 25 日(土)

54 人

年末謝恩企画「福引き大会」

12 月 28 日(火)

先着 100 人

○テーマ展示
一般向け展示「蔵出しＣＤ」

11 月 30 日(火) ～ 12 月 26 日(日）

児童向け展示「クリスマス！」

11 月 30 日(火) ～ 12 月 26 日(日）

児童向け展示「いぬがいっぱい」

11 月 30 日(火) ～ １月 30 日(日)

児童向け展示「新年 あけましておめでとう」

12 月 28 日(火) ～ １月 30 日(日）

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「若い世代の作家さんたち」

11 月 ４日(木) ～ 12 月 28 日(火)

一箱本棚展示「川越西高★一箱本棚」

11 月 30 日(火) ～ １月 30 日(日)

図書展示「日高市市制施行 30 周年」

11 月 30 日(火) ～ 12 月 26 日(日）

○館内おはなし会（おはなしポケット）
○高麗小学校図書館見学

12/1､8､15､22 水曜日、12/4 土曜日（計５回）79 人

12 月９日(木)

児童 29 人

○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
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１月の実績

○利用状況
貸出冊数 24,352 冊（前年同月比 +350 冊） 貸出人数 5,799 人（前年同月比 +310 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 150 冊、166 冊、88 人（前年同月比 +32 冊、+10 冊、+3 人）
【年度累計】
貸出冊数 247,456 冊（前年度比 +73,980 冊） 貸出人数 59,001 人（前年度比 +18,887 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 1,727 冊、1,740 冊、986 人（前年度比 +891 冊、+911 冊、+541 人）
○催事
新春謝恩企画「本の貸出し福袋」

１月４日(火）～１月 31 日(月） (257 点貸出)

ビブリオトーク会

１月 16 日(日)

８人

金曜シネマ「ふたりの旅路」

１月 21 日(金)

48 人

一般・児童向け講座「絵本から学ぶ

恐竜、地球、わたしたち」

一般向け文化講座「埼玉の狛犬の魅力」

１月 22 日(土)

45 人

１月 29 日(土)

24 人

○テーマ展示
児童向け展示「いぬがいっぱい」

11 月 30 日(火) ～ １月 30 日(日)

児童向け展示「新年 あけましておめでとう」

12 月 28 日(火) ～ １月 30 日(日）

一般向け展示「科学道」

１月 31 日(月) ～ ３月 １日(火)

児童向け展示「おやつのじかん」

１月 31 日(月) ～ ３月 27 日(日)

児童向け展示「ねこの本」

１月 31 日(月) ～ ３月 27 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「若い人に贈る読書のすすめ 2022」 １月 ４日(火) ～ （２ヶ月程度)

一箱本棚展示「川越西高★一箱本棚」

11 月 30 日(火) ～ １月 30 日(日)

○館内おはなし会（おはなしポケット）

1/5､12､19 水曜日、1/8 土曜日（計４回）67 人
1/26 水曜日 【中止】※
※

○学校訪問おはなし会

合計 ２回

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

１月 14 日(金)

高萩小１，２年生

１月 18 日(火)

高麗川小１年生 【中止】※

１月 21 日(金)

高萩小３，４年生

１月 25 日(火)

高萩小５，６年生 【中止】※

１月 27 日(木)

高萩北小６年生 【中止】※

１月 28 日(金)

高麗川小２年生、たんぽぽ 【中止】※

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・まん延防止等重点措置の適用期間（１月 21 日(金)～３月 21 日(月)）は、午後８時以降の
会議室等の貸出休止

- 10 -

２月の実績

○利用状況
貸出冊数 19,687 冊（前年同月比 +278 冊） 貸出人数 4,645 人（前年同月比 +213 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 153 冊、147 冊、72 人（前年同月比 +19 冊、+40 冊、+3 人）
【年度累計】
貸出冊数 267,143 冊（前年度比 +74,258 冊） 貸出人数 63,646 人（前年度比 +19,100 人）
移動図書館車による貸出・返却・人数 1,880 冊、1,887 冊、1,058 人（前年度比 +910 冊、+951 冊、+544 人）
○催事
一般向け講座「野菜づくりのコツと裏ワザ」
きょうかいし

金曜シネマ「教誨師」
児童向け工作教室「図書館

あそびのひろば」

２月 ３日(木)

45 人

２月 18 日(金)

41 人

２月 20 日(日)

【中止】※

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
○テーマ展示
一般向け展示「科学道」

１月 31 日(月) ～ ３月 １日(火)

児童向け展示「おやつのじかん」

１月 31 日(月) ～ ３月 27 日(日)

児童向け展示「ねこの本」

１月 31 日(月) ～ ３月 27 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 向け展示「若い人に贈る読書のすすめ 2022」 １月 ４日(火) ～ （２ヶ月程度)

一箱本棚展示「きんぎょだまの本棚」
○蔵書点検休館日

２月 １日(火) ～ ３月 27 日(日)

２月７日(月) ～ ２月 11 日(金)

○館内おはなし会（おはなしポケット）

2/2､16 水曜日、2/5 土曜日 【中止】※
※

○学校訪問おはなし会

合計 １回

５日間

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

２月 １日(火)

高麗川小３年生 【中止】※

２月 ３日(木) 高萩北小４・５年生 【中止】※
２月 ８日(火)

高麗川小４年生 【中止】※

２月 18 日(金)

高麗小１～６年生 【中止】※

２月 28 日(月) 武蔵台小１～６年生
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
○小学生向けおすすめ本リスト発行
○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・まん延防止等重点措置の適用期間（１月 21 日(金)～３月 21 日(月)）は、午後８時以降の
会議室等の貸出休止
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３月の実績・予定
○催事
図書館読書会グループ「金曜日の読書会」による「ビブリオバトル～大人の陣～」
３月 ４日(金)
図書館まつり

19 人

３月 ６日(日) 約 450 人

・図書館で落語会（視聴覚室、午前） ・聴導犬に会いに行こう（視聴覚室、午後）
・あそびのひろば（研修室、午前・午後）

・図書館でくじ引き！（図書館カウンター）

・大型布芝居と新作「ひだか★マップ」の展示（会議室、午前・午後）
・日高もくせいの会おはなし会（保健相談センター機能訓練室前待合ホール、午前）
大人のためのおはなし会

３月 ８日(火)

金曜シネマ「バック ドラフト」

３月 18 日(金）

子ども向け映画会

34 人

名作★きっずシネマ「映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」
３月 26 日(土）

ビブリオトーク会

３月 27 日(日)

○テーマ展示
一般向け展示「科学道」

１月 31 日(月) ～ ３月 １日(火)

一般向け展示「傷ついた本たち」

３月 ３日(木) ～ ３月 27 日(日)

児童向け展示「おやつのじかん」

１月 31 日(月) ～ ３月 27 日(日)

児童向け展示「ねこの本」

１月 31 日(月) ～ ３月 27 日(日)

ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 展示「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本 2021」 ３月～４月

○日高市図書館協議会

３月 15 日(火)

○館内おはなし会（おはなしポケット）

3/2,9,16 水曜日、3/5 土曜日 【中止】※
※

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

3/23,30 水曜日 開催予定
○学校訪問おはなし会

３月１日(火) 高萩北小２，３年生 【中止】※
３月３日(木) 高萩北小１年生、すぎのこ 【中止】※
※

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

○その他
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内滞在時間を 120 分に制限
・まん延防止等重点措置の適用期間（１月 21 日(金)～３月 21 日(月)）は、午後８時以降の
会議室等の貸出休止
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令和４年度

事業計画

令和４年度においても、基本方針として、日高市が進めている生涯学習を市民が生きがい
として見出し、生き生きとした生活が営める、生涯にわたる自主的な学習要求に応え、
「本と
の出会い、人との出会い」を目標に心豊かに市民の生活・文化が向上するための中心施設と
して図書館活動を行う。

○開館日
３４２日（前年同）
休館日

４月 25 日(月) ・ ５月 30 日(月) ・ ６月 27 日(月) ・ ７月 25 日(月)
８月 29 日(月) ・ ９月 19 日(月)全館閉館 ・ ９月 26 日(月)
10 月 31 日(月) ・ 11 月 28 日(月) ・ 12 月 26 日(月)
12 月 29 日(木)～１月３日(火)年末年始休館 ・
２月６日(月)～２月 10 日(金)蔵書点検 ・２月 27 日(月)・ ３月 27 日(月)

〇令和４年度以降の図書館運営について
令和４年度以降の図書館運営については、引き続き図書館窓口等の業務を委託する。
【図書館窓口等の業務委託について】
委託期間 令和２年４月１日から令和５年３月 31 日まで
主な業務 カウンター業務、予約業務、催事業務、利用者管理業務、開館準備業務、閉館業
務、配架等業務、図書(雑誌・ＡＶ含む)資料整理業務、障がい者サービス業務、
移動図書館車業務、庶務業務、提案業務

〇事業等
・テーマ展示、ビブリオバトルをはじめ各種催事、館内おはなし会、学校訪問おはなし会、学
校訪問ブックトーク、院内学級おはなし会、職場体験の積極的な受入、小学校２年生の図書
館見学受入、移動図書館車による文化祭等出張ＰＲ、臨時学習室の開設、映画上映会等を開
催し、読書の推進を図る。
・令和３年度から開始したセカンドブック事業（委託事業者の費用負担により小学新１年生に
向けて児童書を１冊プレゼント）を継続予定。
・「日高市子ども読書活動推進計画（第３次）
」の策定を予定し、策定事務を進める。
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○テーマ展示
児童展示 … 話題の事柄や季節、行事にちなんだ本の展示（随時）
一般展示 … 各種文学賞、時事テーマ等（随時）
ヤング・アダルト

Ｙ ・ Ａ 展示 …

はりねずみの本棚にＹ・Ａ向け本の展示

一箱本棚展示 … 中・高校の図書委員による選書を主にした、一般利用者によるテーマ展示

○催事
チム・チムくらぶ（図書館児童クラブ） … 小学生対象 年４回予定
一般向け映画会

子ども向け映画会
ヤング・アダルト

金曜シネマ … 第３金曜日
ホリデーシネマ

… 偶数月、第３日曜日

終戦記念シネマ

… ８月 11 日(祝)

きっず★シネマ

… 夏休み・クリスマス・春休み

Ｙ ・ Ａ 向け映画会

ホリデーヤングシネマ

… ９月 23 日(祝)

児童向け工作教室「図書館あそびのひろば」 … 偶数月、第３日曜日
子育て支援センター「ぬくぬく」おはなし会 … ４月 19 日(火)
こわ～いおはなし会 … ８月 24 日(水)
ビブリオバトル … 夏の陣：８月、冬の陣：12 月、大人の陣：３月
図書館まつり …

３月

大人のためのおはなし会 …
ビブリオトーク会

３月

… ２ヶ月毎、日曜日

○館内おはなし会（おはなしポケット）

… 毎週水曜日、毎月第１土曜日

○学校訪問おはなし会（院内学級おはなし会） … 市内各小学校、院内学級
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４月・５月の予定

○テーマ展示
発達障がい関連本の展示「３月 29 日～４月２日は発達障がい啓発週間」
３月 29 日(火) ～ ４月 24 日(日)
児童向け展示 「おてがみ」
児童向け展示 「ドキドキ
児童向け展示 …

３月 29 日(火）～ ４月 24 日(日）
わくわくとまらない」３月 29 日(火）～ ５月 29 日(日）

話題の事柄や季節、行事にちなんだ本の展示（随時）

一般向け展示 … 各種文学賞、時事テーマ等（随時）
○催事
一般向け映画会 金曜シネマ

「ＨＡＺＡＮ」

４月 15 日(金）

一般向け映画会 ホリデーシネマ 「スパイダーマン」 ４月 17 日(日）
子育て総合支援センター「ぬくぬく」おはなし会 「わらべうたで一緒に遊ぼう」
４月 19 日(火)
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