平成３０年度下半期事業報告及び平成３１年度事業計画について
１０月の実績

○利用状況
累計貸出冊数 176,205 冊（前年度比＋706 冊） 貸出人数

41,494 人（前年度比+1,606 人）

児童ふれあいセンターでの移動図書館車による貸出・返却・人数

０冊、 ０冊、 ０人

○催事
企画展親子向け講座「編んでつくるフォトフレームにチャレンジ！」10 月７日（日）19 人
企画展関連映画会

「劇場版 ムーミン」

10 月８日（月・祝）

36 人

企画展関連講演会「フィンランドのおはなしとヒンメリ作り」

10 月 14 日（日）

25 人

チム・チムくらぶ（図書館児童クラブ）「おはなしカフェ」

10 月 20 日（土）

51 人

○テーマ展示
一般向け展示「北欧ってどんなところ？

北欧でみつけたたからもの」
9 月 26 日（水）～

○館内おはなし会

毎水曜日・６日土曜日(6 回)

10 月 30 日（火）

71 人

○学校訪問おはなし会

11 回

○院内学級おはなし会

10 月 10 日（水） １回

○職場体験受入

県立越生高等学校

２名 10 月３日（水）～

○職場体験受入

県立鶴ヶ島清風高校 １名 10 月 30 日（火）～

○高萩小学校図書館見学

10 月４日（木）

○高根小学校図書館見学

10 月 16 日（火）

39 人

○高萩北小学校図書館見学

10 月 23 日（木）

107 人

○移動図書館車文化祭出張

10 月５日（金）
11 月１日（木）

92 人

高萩北公民館

10 月 21 日（日）
・武蔵台公民館

高麗川公民館

10 月 28 日（日）

10 月 27 日（土）

１１月の実績

○利用状況
累計貸出冊数 200,132 冊（前年度比＋1,940 冊）貸出人数 47,251 人（前年度比＋1,998 人）
児童ふれあいセンターでの移動図書館車による貸出・返却・人数
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８冊、０冊、２人

○催事
わらべうたの会
親子の部「まめっちょの会」・大人の部「わらべうたであそぼう会」11 月８日（木）35 人
一般向け金曜映画会

「三度目の殺人」

11 月 16 日（金） 133 人

○テーマ展示
児童向け展示「おしごと」
「アートをたのしもう！」

○日高市図書館協議会
○館内おはなし会

～ 11 月 25 日（日）

11 月５日（月）

毎水曜日・３日土曜日（５回）

○学校訪問おはなし会

１回

○学校訪問ブックトーク

６回

○院内学級おはなし会

11 月 13 日（火）

○日高特別支援学校訪問

11 月 28 日（水）

66 人

１回

○職場体験受入

高萩北中学校

２名 11 月 1 日（木）～ 11 月 2 日（金）

○職場体験受入

高麗川中学校

２名 11 月 5 日（月）～ 11 月 7 日（水）

○高麗小学校図書館見学

11 月 12 日（月）

45 人

○高麗川小学校図書館見学

11 月 20 日（火）

144 人

○移動図書館車文化祭出張

高麗川南公民館 11 月 3 日（土）
・高萩公民館
高麗公民館

○移動図書館車市民まつり出張

11 月４日（日）

11 月 18 日（日）

ひだかアリーナ

11 月 10 日（土）・11 日（日）

１２月の実績

○利用状況
累計貸出冊数 224,473 冊（前年度比+3,784 冊）貸出人数

52,716 人（前年度比+2,358 人）

児童ふれあいセンターでの移動図書館車による貸出・返却・人数

３冊、０冊、１人

○催事
チム・チムくらぶ（図書館児童クラブ）「こんなにおいしいよ❤」

12 月８日（土）41 人

わらべうたの会
親子の部「まめっちょの会」
・大人の部「わらべうたであそぼう会」12 月 13 日（木）24 人
子ども映画会「きっず★シネマ」クリスマスをテーマに上映３本 12 月 15 日（土） 59 人
「日高市立図書館ビブリオバトル 2018 ～冬の陣～」
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12 月 22 日（土） 47 人

年末謝恩企画 「福引き大会」

12 月 28 日（金） 先着 100 名

○テーマ展示
児童向け展示「クリスマス」
「ふゆのものがたり」

11 月 27 日（月）～12 月 24 日（月）

一般向け展示「文庫本特集」
「蔵出しＣＤ」

12 月３日（月）～12 月 28 日（金）

特別展示「ＬＬブックとバリアフリーの絵本」

12 月３日（月）～12 月 16 日（日）

○館内おはなし会

毎水曜日・１日土曜日（５回）

○院内学級おはなし会

12 月 12 日（水）

75 人
１回

１月の実績

○利用状況
累計貸出冊数 248,862 冊（前年度比＋3,256 冊） 貸出人数

58,217 人（前年度比＋2,419 人）

児童ふれあいセンターでの移動図書館車による貸出・返却・人数

０冊、０冊、０人

○催事
新春謝恩企画

平成最後の「本の福袋」

１月４日（水）～１月 31 日（水）

わらべうたの会
親子の部「まめっちょの会」
・大人の部「わらべうたであそぼう会」１月 10 日（木）22 人
「図書館で日食を見る会」
一般向け映画会 金曜シネマ

１月 6 日（日） 74 人
「スープ・オペラ」

１月 18 日（金） 79 人

一般向け講座「自分で製本してみよう！～和綴じ編～」22 日（火）12 人・29 日（火）11 人
○テーマ展示
児童向け展示 「お正月と干支の本」

12 月 26 日（火）～ １月 27 日（日）

児童向け展示 「冬のものがたり」

11 月 27 日（月）～ １月 27 日（日）

一般ヤングアダルト向け展示
本との出会い、人との出会い「ビブリオバトル日高市立図書館
高校生・大学生の
○館内おはなし会

「ビブリオバトル全国大会決戦出場本」

毎水曜日・５日土曜日(６回)

2018 ～冬の陣～」
展示

94 人

○学校訪問おはなし会

８回

○院内学級おはなし会

１月 23 日（水） １回

○高萩公民館訪問親子ふれあい広場

１月 17 日（木） 親子 10 組

○職場体験受入

高萩中学校

２名

１月 29 日（火）～ １月 31 日（木）
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２月の実績

○利用状況
累計貸出冊数 270,082 冊（前年度比＋3,408 冊） 貸出人数
移動図書館車による

63,055 人（前年度比＋2,573 人）

貸出 82 冊・返却 51 冊・資料予約 5 冊・各種手続 12 件・
利用人数 63 人 （４か所合計）

○催事
ｽﾗｲﾄﾞでめぐる児童文学の舞台「古城の幽霊ﾎﾞｶﾞｰﾄﾞ・ﾈｽ湖の怪獣とﾎﾞｶﾞｰﾄﾞ」１日（金）17 人
わらべうたの会
親子の部「まめっちょの会」・大人の部「わらべうたであそぼう会」 ２月 14 日（木）28 人
チム・チムくらぶ（図書館児童クラブ）「こんなことがおきたら・・」２月 16 日（土）46 人
図書館読書会グループ 「ビブリオバトル

～大人の陣～ 」

２月 15 日（金）30 人

朗読劇 「冴ゆる風の誘い（いざない）」 ２月 24 日（日）41 人・２月 25 日（月）35 人
○テーマ展示
一般向け展示

「本の中の劇場」

２月１日（金）～

児童向け展示 「パパとママがむかしよんだなつかしい本」

３月 10 日（日）

～ ２月 28 日（木）

児童向け展示 「春の本」「ひみつの部屋の本」 １月 29 日（火）～ ３月 24 日（日）
ヤングアダルト世代向け 「はりねずみの本棚」設置
○蔵書点検休館日
○館内おはなし会

２月 18 日（月）～ ２月 22 日（金）
毎水曜日・２日土曜日（４回）

○学校訪問おはなし会

８回

○院内学級おはなし会

２月 13 日（水）

○職場体験受入

２月 23 日（土）～

埼玉女子短大

１名

○移動図書館車の貸出場所を４か所に増設

77 人

１回

２月 18 日（月）～ ３月 10 日（日）
横手台自治会館・武蔵台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・
高萩南農産物直売所・日高団地自治会館

３月の実績

○催事
【図書館まつり ３月 10 日（日）
健康・芸術を楽しむ

182

おたのしみスタンプラリー 120 人

人・ プレビブリオバトル

- 4 -

32

人

大型布芝居展示 226 人・

おもちゃワークショップ

53

人

雑誌のリサイクル 158 人・ としょかんでボードゲーム 15 人
日高もくせいの会おはなし会

59 人・ かわせみカフェ 利用者多数

「一箱古本市」 32 人 ・

自転車紙芝居

26 人 ～ウッドデッキ・他にて～】

チム・チムくらぶ（図書館児童クラブ）
「お宝をさがせ」
おとなのためのおはなし会

３月９日（土） 46 人
３月 12 日（火） 45 人

わらべうたの会 大人の部「わらべうたであそぼう会」 ３月 14 日（木） ５人
一般向け映画会

金曜シネマ

「太陽の蓋」

子ども向け映画会

きっず★シネマ

３月 15 日（金）

97 人

「ふしぎの国のアリス」 ３月 16 日（土） 23 人

○テーマ展示
一般向け展示 「福島第一廃炉の記録」フクシマの記録
児童向け展示 「たべものの本」
○館内おはなし会
○学校訪問おはなし会

３月１日（月）～

～３月 31 日（日）

毎水曜日・18 日月曜日
３回

○院内学級おはなし会

３月 19 日（火） １回

○日高市図書館協議会

３月 19 日（火）
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(５回)

３月 31 日（日）

平成３１年度

事業計画

平成 31 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
３４３日（前年比＋３日）
休館日

うるう年のため＋１日・点検日等を調整し＋２日

４月 22 日（月）
・ ５月 27 日（月）・

６月 24 日（月）・ ７月 29 日（月）

８月 26 日（月）
・ ９月 16 日（月）全館閉館・ ９月 30 日（月）
10 月 28 日（月）
・ 11 月 25 日（月）・ 12 月 23 日（月）
12 月 29 日（日）～１月３日（金）年末年始休館・

１月 27 日（月）

２月 17 日（月）～２月 21 日（金）蔵書点検・ ３月 30 日（月）

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、日高特別支援学校訪問、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。

〇公共施設の相互利用開始
４月１日より、日高市が埼玉県西部地域まちづくり協議会へ加入し、構成市である所沢市、飯
能市、入間市、狭山市の対象施設を相互利用開始する。

〇平成 32 年度以降の図書館運営について
【現在の運営方法である図書館窓口等の業務委託について】
履行期間 平成 29 年４月１日から平成 32 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(ＡＶ含む)資料整理業務、庶務(移動図書館車運転等含む)業務
平成 32 年度以降の図書館運営について、昨年６月に行った利用者アンケートの結果や直接い
ただくお声などから、引き続き図書館窓口等の業務を委託したいと考えている。
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４月・５月の予定
○テーマ展示
発達障がい啓発週間「発達障がいの気づきと可能性」

～４月 21 日（日）まで

企画展示 「しかけ絵本の世界」 ４月 23 日（火）～ ５月 12 日（日）

○催事
展示関連 映画上映とディスカッション 「エイブル」

４月 21 日（日）

わらべうたの会 ４月～（通年）

図書館子どもウィーク

４月 23 日（火） ～

「キャンドルナイトおはなし会」

５月 10 日（金）

「人形劇がやってくる！」

５月 11 日（土）

５月 12 日（日）

一般向け映画会 「金曜シネマ」 奇数月

第３金曜日
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