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平成29年度 第２回図書館協議会 

 

１ 日時 平成30年２月27日(火)13：30～15：30 

２ 場所 千代公民館学習室 

３ 出席者（委員）今村委員、竹内委員、中村委員、福澤委員、林委員、矢澤委員、西森委員、 

久保田委員、清水委員 

     （事務局）遠山中央図書館長、瀧本館長補佐、矢澤上郷図書館長、中平ビジネス支援 

係長、宮下主査 

      （司会） 中平ビジネス支援係長 

４ 遠山館長挨拶 

５ 会長挨拶 

６ 会議事項 

（１） 平成 29 年度事業報告 

（２） 分館活動について（千代分館活動見学） 

７ 事務局からの事務連絡 

 ・中央図書館特別還元図書市（3月11日）のお知らせ 

 ・次年度委員体制について 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

８ 会議内容 

（１）平成29年事業報告 

 ○事務局   本年度から4年間で新しいサービス計画に取り組んでいます。サービス計画には３本の大き

な柱があります。ひとつは、「全域サービス」として、市内全域でだれもが利用しやすい図

書館を目指します。ふたつ目には「資料提供」として、暮らしと仕事と地域に役立ち、課題

を解決できる図書館を目指します。三つ目の柱として「読書活動の推進」として、年代に

応じた読書活動を推進することとしています。 

 

        本日は、この３つの柱に対して、平成29年度の取り組みをご説明させていただきます。 

        まず、全域サービスについては、飯田市の各地区にある１６の分館を中心に市内全域へのサ

ービスを展開しています。どの地域に住んでいても分館を通じて図書館利用ができるよう、

各分館が中央・上郷・鼎の図書館と協力しながら読書推進に取り組んでいます。 

 

        その中で、今年度は各館で発行するお便りや公民館報を通じて、新刊本の紹介や施設利用時

間等の周知に取り組んできました。７月に更新したコンピューターシステムでも、新しく

したホームページ上にて分館の案内を掲載し、分館を利用したいと思う方がホームページ

をみて利用できるよう工夫しました。今後は分館行事の様子などもお知らせしていきたい

と思います。 
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         今年度、分館で特に力を入れたのが分館を通じた予約・リクエストによる本の提供です。 

         平成28年度の実績に対して100件増を目標値として取り組みました。分館を通じて予約・リ

クエストができることを利用者に積極的に声かけを行い、南信州図書館ネットワークを活

かして資料を届けたいと思います。この取り組みにより、現時点で分館を通じた予約件数

は4,833件となっております。 

 

         今年度、図書館全体のサービス体制について振り返りと今後の計画を行っております。市

内全域のサービスについて評価・検証して一定の方向を示させていただく予定です。この

協議会にもお諮りしていく予定です。 

 

         次に、図書館利用者を増やすサービスについてですが、コンピューターシステム更新に伴

って、中央図書館と上郷図書館にセルフ貸出機能を設置しました。利用自体は多くない状

況です。また、行事等に赴いて周知を行う取り組みに併せて、その場で本の貸し出しを試

行しました。サービス計画を策定する際のアンケートでは、図書館を利用しない理由とし

て「忙しい」ことが挙げられていましたが、忙しくて図書館に来ることができない方にも、

今後はこのような機会を通じて貸し出しを行い、利用を増やしていきたいと思います。 

 

         次に、図書館を利用しにくい人たちへのサービスへの取り組みについてご説明します。 

         まず、来館できない高齢者の皆様についてですが、大活字本の蔵書と利用のPRを行って

きました。今後、宅配サービスについても検討することを計画していますので、事例等を

集めながら研究してまいります。 

 

         目や体の不自由な皆様に対しては、ボランティアグループ「声の輪」の皆様の協力によっ

て録音図書を製作しています。今年度は特に郷土資料の新刊の録音図書作成に力を入れ、

年間20作品を完成させたうち、35％を郷土資料が占めております。雑誌「伊那」の録音図

書製作も、読みかたの調べなど、たいへん苦労する作業ですが、「声の輪」のみなさんのご

努力により、郷土資料についてもお読みいただける環境を整えています。 

 

         外国人の方や外国語を学びたい方に対しては、「多文化サービス」として外国資料等を収

集しています。毎年、要望の多いものを選んで用意していますが、今年は英語のリクエス

トが多かったことと、学校からは中国語の小学生中学年・高学年向きの資料の要望があり

貸し出しをしています。このほか、飯田市内で行われている外国籍のみなさんのイベント

に出かけていき、本の紹介を行いながら図書館の利用を推進してきています。 

   

    続いて、資料提供について説明いたします。 

        暮らしと仕事と地域に役立ち、課題を解決できる図書館を目指した「資料提供」は、図書館

の基本的な業務となります。 

        資料提供のためには、必要となる資料の収集を行っていますが、今年度は特に混とんとした
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不透明な社会状況の中で、生きる指針となりうる「哲学」、「思想」や古典的な作品のニー

ズが高まっています。 

         また、改正のあった民法関連書やインバウンドなど近年の社会情勢を反映した図書を購入

しています。地域の課題である人口問題や中山間地の生活などについても購入しておりま

す。 

 

         続いて、重点的に取り組んでいる郷土資料の収集についてご説明します。 

         地元発行の郷土資料につきましては、販売物に限らず、地域内への配布を目的としたパン

フレットなども対象にしています。これらの網羅的収集を目指していますが、図書館だけ

ではすべてを収集しきれないことが課題です。このため、公民館や市役所、市民のみなさ

まにお声かけして収集する従来のやり方に加え、発行に携わる印刷会社に対しても飯田印

刷工業組合さんを通じて寄贈協力の依頼をしております。特別資料展では全線開通80周年

の飯田線をテーマに取り上げましたが、この展示をご覧になった方から寄贈をいただいて

います。 

 

         こうして収集した資料は、提供に至るまでの間に「整理・保存」する基本的な業務があり

ますが、保存スペースの確保に課題があります。中央図書館、鼎図書館、上郷図書館でそ

れぞれの分担保存を再検討し、これらを解決したいと考えております。また、効率的に整

理・保存し、提供することができるデジタル化にも取り組んでいるほか、利用頻度は少な

いが保存しておくべき資料のため、旧上村中学校を保存場所として移動し、特別リユース

本の還元を行うなどの取り組みも行っています。 

 

         続いて資料提供についてです。 

        「貸し出し」につきまして、今年度はコンピューターシステムの更新のために12日間の臨時

休館を行ったため、通常の年度と比べ開館日数は少なく、この影響も受けて貸し出し数は

減少しています。年齢別の利用においては、高齢者の利用増は数年来の傾向です。鼎図書

館では乳幼児が、上郷図書館では小中学生の利用が伸びています。 

 

         貸し出し数は減少傾向にありますが、予約件数は増加傾向にあります。予約受付の方法は、

電話や窓口での申し込みもありますが、今年はインターネットによる申し込みが54％を占

めています。 

         

         新システムを導入し、借りた本の書名をシールで発行し、利用者自身が読書記録に活用す

る取り組みを開始しています。大人を対象に希望者に対して発行しており、月に約25件の

発行実績となりました。 

 

         図書館では、選書会議を開催して図書を選定し購入していますが、利用者が所蔵していな

い本を読みたい場合に要望する「リクエスト」予約を行うことで、より広く利用者ニーズ
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に応えています。また、購入しようとしても流通していないなどの理由から所蔵できない

図書については、県内外の図書館をはじめ、大学や国立国会図書館など、他の図書館から

借り受けて提供しています。 

 

         本を借りやすい環境づくりのため、コンピューターシステム更新に伴いインターネットの

蔵書検索画面で館内配架図を表示することに取り組みました。従来は、館内でしか配架図

を確認できませんでしたが、整備により自宅などのパソコンでインターネットを通じて読

みたい本が図書館のどこにあるのか確認できるようになりました。最近ではスマートフォ

ンを片手に、館内で本を探す利用者の姿が見られるようになりました。 

 

         図書館では、様々な本との出会う機会として、毎月のテーマ展示を行う中で所蔵資料紹介

を行っています。年１回の特別資料展では、書庫に保存されている等で普段は手に取られ

ない貴重な資料等をテーマに沿って展示し紹介しています。今年度は飯田線全通80周年を

取り上げ、多くの市民の協力をいただき、図書館所蔵の資料だけでなく、市民からお借り

した写真や模型なども併せて展示することができました。 

         

         生涯学習・スポーツ課で作成した地域資源紹介リストを活用し、図書館として関連資料リ

ストを作成しました。図書館ホームページ上では、現在のところ市内７地区分を公開して

います。 

 

         このほか、美術博物館や市民大学講座、行政機関で行われる講座などの内容に合わせて関

連資料の展示を行ったり、リストを作成し紹介したりしました。 

 

         南信州コンピューターシステムは、７月にNEC社のRiCS-Re2というシステムに更新され

ました。これまでの松川町、高森町、豊丘村に加え、７月から喬木村が加入し5市町村での

運用となりました。ネットワークが広がったことにより、蔵書の冊数が105万冊となり、図

書のタイトル数が増加し、相互に利用しあう形で市民の皆様に使っていただけることにな

りました。 

 

         続いて課題解決支援・情報提供機能の充実についてですが、図書館は図書などのように形

あるものばかりを提供するのではなく、情報そのものを提供することも重要ととらえてい

ます。システムの更新にあたり、ホームページも全面的に更新しました。このなかで、利

用者が知りたい情報にたどりつきやすいことを目指して「さーちしまいか」という検索機

能を構築しました。通常の検索で見てもらえる本や資料以外にも、図書館が所蔵する明治

期などの貴重資料や国立国会図書館が公開しているデジタルコレクションも一度に検索で

きる、優れたものです。 

 

        そのほかにレファレンスの周知、活用についてですが、通常の貸し出しに加え、知りたいこ
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とを知るためのお手伝いも重要な業務ととらえています。これまで対応してきたレファレ

ンスの経過をデータベースにまとめて公開することによって、図書館ではこのような資料

が見つかるのか、とか、こんなことを聞いてもいいのか、など図書館をより活用してもら

うための取り組みとして、今年度は郷土に関する事例を18件掲載しました。 

 

         次に、課題解決に対する支援についてですが、地域の歴史上の人物を調べたり、地域につ

いて書き残すための調査などが増えてきている状況です。このニーズに応えるために地域

に関係する資料の収集を公民館主事らと連携して取り組んでいます。 

 

         ビジネス支援事業では、暮らしと仕事に役立つ図書館として、社会、経済、産業分野の資

料充実を図るほか、市役所部署との横断的な協力により図書のPRをしたり、長野県建築士

事務所協会や農業生産者など市内の団体と協力して事業を開催するなどの取り組みを行っ

ております。 

 

       次に３つめの柱となります「よむとす」 読書活動の推進についてご説明申し上げます。 

         「よむとす」とは図書館での造語ですが、読書を推進していく活動に対しての「読む」と

いう言葉と、飯田市の自主的な精神を表す「むとす」を結び付けて、飯田市の読書活動推

進のキャッチコピーとして用いております。 

 

         この「よむとす」の中に取り組むべき２つの柱を掲げてあります。ひとつは次世代育成の

ための「よむとす」、もうひとつは、大人の利用者への「よむとす」です。 

 

         次世代を担う子どもに対する読書活動の推進を重点においておりますが、近年の活字離れ

の風潮のなかで、どのようにして市民に対して本の良さを伝え、読書活動を推進していく

のかを考えながら取り組んでいるところです。 

 

         本報告においては、図書館を会場に「このような取り組みを行いました」、という報告を

中心に掲載してありますが、よく本を読む子どもは、既に家庭においてもよく本を読んで

いる傾向があると感じていますので、本を読まない子どもに本を読んでもらうにはどうし

たらいいか、ということが課題になってきます。 

 

         まず、乳幼児に対する取り組みとして「はじめまして絵本事業」ですが、この事業は図書

館が会場ではなく、保健課が実施する乳幼児健診の会場において７か月と2歳児の健診時に

読書の大切さをお話しする機会を設けています。7か月健診においては対象家庭の98％、2

歳児健診においては95％がこの健診に訪れますので、高い確率でお話しできる機会と捉え

ております。実際に本を手に取ってもらい、本の読み聞かせやお話しを通じて、本の楽し

さや良さを知ってもらい、まずは家庭から本が根付くことを目指して取り組んでいるもの

です。 
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         続いて幼児、小学生、中学生から高校生までの子どもに対しては、実際に図書館に足を運

んでもらうことよりは、本を読まない子どもたちにどう本の良さを知らせるかを考えてい

くことが必要と考えています。この年代の子どもにとって、一番、身近な図書館はどこか

といえば学校図書館であろうと思われます。飯田市の図書館としてできることは、学校と

協力し子どもたちに対して読書支援していくことを諮らなければならないと考えます。子

どもたちが読書の良さを知っていること、本から幅広い知識を得られることを知っている

ことが、将来にわたって大人としての図書館利用にもつながるものと考えています。この

ような考えから、学校と一緒になって子どもたちにどのような読書推進が図っていけるの

か取り組んでまいります。 

 

         現状は、小中学校司書の学習会に参加し、どのような支援が図書館としてできるのかの検

討を始めたところですが、学校司書の先生方と今後も協力関係を築いて参ります。 

 

         こうした取り組みは、いずれ大人になってからの読書活動につながるものと考えておりま

す。 

 

         本年度のデータでは上郷図書館での小中学生の利用が伸びている結果になっていますが、

近年のデータで一貫して利用が伸びているのは高齢者です。一方、10代後半から30代の若

者の利用は減少を続けています。この世代に、どのようにしたら図書館を利用してもらえ

るのか模索しているところです。この年代に向けた情報発信としてfacebookなどの活用を

始めました。 

         どの程度、読まれているかの検証は今後になりますが、若い世代に届く情報発信に努めて

まいります。 

 

         次に「読書活動を支える担い手の育成、支援」についてです。「声の本」製作にあたっては

永らくボランティアのみなさんの活動に支えられています。近年は障がいのある方だけで

なく、読むことが困難な方々にも届けられるようになっています。 

 

         婦人文庫さんとは、読書会についての勉強会を重ねています。各地区で、いろいろな形で

読書会が行われていますが、参加者のみなさんの高齢化が課題となっており、この読書会

をどう続けていくか検討をしています。 

 

         また、大人のための図書館体験講座を開催し、大人の方にも図書館業務をしながら図書館

の利用についても知ってもらう機会とし、本の修理やブッカーかけなどの作業を体験して

いただきました。参加していただいた方の中から、その後の本の修理のボランティアとし

て活動を続けていただいている方もいらっしゃる状況です。 
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        以上で29年度の事業取り組みについてのご説明とさせていただきます。 

 

会長      何かご意見、ご質問はありませんか。 

 

委員A      資料４ページの貸し出しのところで、新しい機能として、貸し出した本のシール打ち出しが

可能になったということですが、この取り組みは中央図書館だけですか。分館も含めて可

能になったのでしょうか。 

事務局     中央図書館だけでなく、鼎図書館と上郷図書館でも打ち出しは可能です。カウンター周辺に

ご案内があり、希望者の申し出によってシールを発行しています。 

委員A      分館も含めて全館ということではなくて。分館でもできるのですか。 

事務局     分館は貸し出しの方式そのものが、コンピューターシステムにつながっておりませんので、

シール打ち出しはできません。 

 

委員B      自分で借りられる機能をどの程度、使っているのかと疑問に思っていたが、ただ今の報告で

わかりました。導入当初から徐々に利用が減っているというのは、やはり人の手を介した

ほうが借りやすいのかな、と思いお聞きしました。 

         

        ご報告のなかにもありましたが、「読みきかせボランティアの会代表者会」がありますが、

飯田市の中には大小含めてさまざまなボランティアグループがあります。これに対して、

この読みきかせボランティアの会に登録されているグループは多くない。学校単位で活動

しているがこの会には入っていないグループもあります。ここ数年、図書館司書を講師に

年１回の研修会を開催しています。この会の中では、いまどのような本を子どもたちに読

み聞かせすべきか、ということが毎回、話題になります。やはりボランティアの質を上げ

ないと、子どもたちの読書の質もあがらないのではないか、子どもが本って楽しいな、と

思えるような提供の仕方をしなければいけないというのが根本にあって、話を聞いている

と、子どもの受けがいい本や学校からは何でもいいから本をよんでくれればいいよ、とい

うお話をされるので、一生懸命に本を選んでいっても先生方から「そんな本では」と言わ

れてしまうというような話も出てきています。 

 

         ボランティアは一生懸命に練習してボランティアに向かいますが、学校の先生方から理解

いただけない場面があったりするようです。中には、朝読書の時間に読み聞かせに入る場

合がありますが、先生が教室にいらっしゃらないという現状があったりします。飯田市が

会場になって図書館大会が開催されたときにも、そのようなことはまずいので、先生が教

室にいるようにとご指導がありました。それを機会に学校に入っているボランティアは、

活動のコンセプトなどを事前に説明して読み聞かせを行うのですが、朝の時間は忙しいか

らでしょうか、立ち会っていただけないことがあるのですが、一年生だったらどの本、六

年生にはこんな本、というように一生懸命に練習しているというところも、学校の先生に

ご理解いただけたらと思っています。 



8 

 

 

         ある学校の校長先生からご依頼があり、地域に開かれた学校を進めるにあたり職員にお話

しする機会があったのですが、この話を聞いていただいた後の担任の先生方は、読み聞か

せを一緒に聞いてくださるときに、子どもと同じ目線で聞いてくださるようになりました。

このようになると、子どもたちの読書に対する姿勢も変わってきたとお聞きしました。子

どもたちが本当に楽しんでいる雰囲気を感じられるようになったのを見ると、ボランティ

アの活動が意義あるものと感じますので、ボランティアたちがどのような意識で取り組ん

でいるのかについて理解してほしいと感じます。また、学校ボランティアがこの会に加入

してもらえるよう働きかけていただけないかと思います。 

 

委員C        中学生では、読み聞かせを聞く機会というよりは、保育園等に出かけて読み聞かせを経験す

る、例えば家庭科などの授業の一環であったり、地域貢献活動として出かけることがあり

ます。朝の読書の時間は、時間にして10分足らずですが、どうしても子どもたちは紙ベー

スのものから離れていきがちなので、何とか手に取る時間を確保していきたいと感じてい

ます。図書館の先生は、やはり図書館に来ることを大事にしたいということで、学活の時

間にクラスでやるのではなく、クラス単位で順番に図書館へ来て本を読む方向へ移行して

いこうかという話が出ております。子どもたちは本が好きでよく読む子どもと、本を借り

るのは形ばかりの子どもと個人差が大きいので、中学生になってからの対応はなかなか難

しいと思っております。やはり本好きの子どもは小さいころから本を読んでいたり、読み

聞かせのときの心地よさを知っていたりするのかと思います。 

 

         別の視点でのお話になりますが、飯田市が力を入れているコミュニティスクール、地域と

学校が連携しあうという取り組みの中で、地域の方々50人ほどに集まっていただく会議が

ありました。その中で、ある地域では運動会の時に中学生はお客さんではなくて実行委員

として参加するという話がありました。自分なりに何かできる年齢になって地域に出たと

きに、地域の方から「大きくなったね」と声をかけてもらえることがあるそうです。その

子が小さいときに地域の図書館分館に通っていて、その子に対して地域の方が「大きくな

ったね」と覚えていて声をかけていただけたのは、地域に図書館があったおかげだと聞い

て思いました。本の利用の話からは逸れましたが、地域づくりの一環でも、飯田市が盛ん

に言っているコミュニティースクールということがあるので、市内に16の分館があるとい

うことは大事なことと思いました。 

 

委員D      ある小学校では、各学級に一人の割合で読み聞かせボランティアに入っていただいています。 

         読み聞かせは月１回行っていますが、本当にボランティアの方が来るのを楽しみに待って 

て、朝、子どもたちはボランティアの方を控室からお迎えして読み聞かせを始めています。 

         教室に職員がいない学校のお話がありましたが、学校によっては職員も必ずその場に立ち会

って、並びや配置などの約束を作ったうえで子どもたちが本に集中できる体制をつくってか

ら始めていただくので、ボランティアの方からも子どもたちの真剣に聞く反応が好評で、う
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れしいとの感想を言っていただくこともあってボランティアの方には感謝しています。 

         ボランティアの方は読み聞かせを終えた後、控室でその日使った本について情報交換の時間

をとって子どもたちの反応や職員・学校への要望を言っていただく時間をとっています。 

         読み聞かせ中に鳴るチャイムを鳴らないようにするなどの、ちょっとした対応も先生とボラ

ンティアとのコミュニケーションの場を大事にすることで意思疎通が図れているのかと思

います。 

 

         学校と図書館との連携という点では、学校にない本は公共図書館に借りて対応するなど連携

が図られて授業ができていると思います。そういった点で学校と図書館との窓口がうまくつ

ながっている必要があると感じています。 

 

事務局      ただ今のお話をお聞きして、中学生になってから本の良さを教えるのは難しいことだと感じ

ています。やはり保育園の年代から小学校低学年までに、しっかり本を読むことを経験して

もらうことが大切だと感じています。連携が図られている学校とそうでない学校があるとい

う話の中で、ボランティアにしてみると、せっかく取り組むので質の高い読み聞かせをした

いという思いがある一方で、なかなか学校の状況を把握できていないこともありますので、

今後は学校の先生方と協力して読み聞かせ支援を行っていきたいと思います。 

 

委員B       ボランティアグループも高齢化が進んでおりまして、お仕事を退職された後に何かを始め

ようとグループに入ってくださる方と、それまで経験を積んできた方とのギャップがあっ

て、登録したくても登録できないというお話もあるし、読み聞かせをするのになぜ勉強ま

でしなければならないのか、という方もいらっしゃるので、その辺が難しいところです。 

 

委員F      読み聞かせは読書の一環で、教育の一環であるので、いわゆる趣味の領域で読み聞かせを

するのはまずいと思うので、図書館もその辺を考えてもらいたいと思います。 

 

委員B       分館の係の方の勉強はどのようにやっているのかお聞きしたいと思います。お話をしてい

る中で、本のことをよく知らずに仕事をされていると感じたことがあったので、分館の係

の方の勉強会はどうなっているのかお聞きしたい。分館には子どもの本がたくさんあって、

分館に借りに来る利用者も子ども連れの方が多い中で、特に絵本に対する知識が少ないよ

うに感じたことがあったので、学習会をどのようにやっているのかお聞きしたいのですが。 

 

事務局     分館の研修会が年２回あります。１日に３講座を組んでやっていますが、内容は子どもの本

を取り上げることもありますし、本年度は自分の分館の特徴を考えてみよう、それによっ

て分館ができるサービスを考えてみようということを行いました。知識を深めることや、

業務につながることなど、取り上げることは様々なのですが、年に２回が多いとは言えま

せんが行っている状況です。この研修会のほかにも、講座などにはお声がけしてご参加い

ただく場合もあります。 
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委員C        先ほど、ボランティアの登録のお話がでましたが、読み聞かせボランティアの方々の組織と

りまとめは、どながたやっているのでしょうか。 

 

事務局      上郷図書館が事務局をしております。基本的には飯田市内で読み聞かせをしているグループ

に登録していただいてお互いに連絡しあったり、情報交換する時間をとっています。それか

ら定期的に研修会を行っております。周辺町村のみなさんにもお声がけして研修会には参加

してもらっています。門戸は広げているのですが、なかなかそこに登録してまでではないと

いう声もあります。 

 

委員C         放課後学習の勉強を教える方々を探しているというコミュニティースクールの話の中で、

社協の方達が、いくらでも協力しますということを仰ってくれていて、こういうやり方も

あるのかと知ったところです。今後も地域のかたを募集するときに地域の中に組織だった

ものがどれ位あるのかわからないということもあって、もう少しネットワークや連絡の取

り方などの情報を、これだけコミュニティースクールといわれているので、学校として取

れるといいと思います。 

 

         もうひとつは、組織に入ることも大切だと思う一方で、少しでも想いがある方たちも大事

にしたいという気持ちがあります。技能的な差はあるかとは思いますが、気持ちがあって、

近所にいらっしゃる方で、小学校に行ってもいいよという方を大事にしたいという気持ち

もあるので、そういうときのための組織づくりかな、という気もします。 

 

事務局     組織に入らなくても勿論、支援はしますのでお声がけいただければと思います。 

 

委員C        そのような研修の場があることが広く知られていれば、また少し違ってくるのかなと思い

ます。いろいろな角度で支援に入っていただくが、支援に入った側も学校側もお互いにメ

リットがあるものと言われているので、技能のある方であればありがたいのですが、そう

でない方たちも入っていただいたことでメリットがあるところを大事にしたい気がします。 

 

事務局     現在、組織に加入していただいているのは10団体、およそ100名です。 

        このような支援をしていることについては、年５回ほど開催される教頭会などの席でもお話

してPRしたいと思います。 

 

委員E      転入などで住民票の届をした人に対して、図書館のパンフレットなどの案内などはしてい

ますでしょうか。もししていないようであれば、子ども連れの家族などには図書館の案内

などをお知らせしてもいいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。利用者の獲得

という点では必要ではないでしょうか。 
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事務局      現在はそのような取り組みはしていませんので、「利用者を増やす」という目標のところ

で考えてまいりたいと思います。録音図書については、障がい者手帳発行の際にパンフレ

ットをお渡しするという取り組みを進めているところですが、転入される方にもご案内が

どのようにしたらいいか考えたいと思います。 

 

会長      このほかにご意見もないようなので、ここまでにします。 

 

 

（２）長野県図書館大会への参加報告 

福沢委員 

中村委員 

 

（３） 事務連絡 

・次年度委員体制について 

・3月11日開催予定 特別還元図書市について 

 

（４） 千代分館視察 

           分館活動状況及び分館内の訪問視察 

 


