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【資料1】

(中央図書館のみ)

特記事項

H30 R1 H30 R1 H30 R1 H30 R1 H30 R1
4月 29 30 23,477 24,599 17,043 16,051 56,294 62,013 17,222 16,664 R1:休館なし
5月 30 30 23,944 24,505 17,303 15,046 55,897 58,172 15,440 15,727 R1:10連休
6月 29 29 24,545 25,370 17,891 16,435 59,054 65,523 17,153 16,567
7月 30 30 29,459 28,331 18,867 17,212 64,163 68,978 17,023 18,023
8月 31 31 33,776 33,678 19,906 17,588 66,638 70,018 16,561 17,049 R1:小中学校2学期制
9月 29 28 26,296 25,358 18,529 14,926 61,699 60,236 17,545 15,503
10月 26 27 22,306 22,640 15,579 13,882 51,152 56,423 16,754 16,679 R1:台風19号による計画休館7時間

11月 29 29 24,806 25,565 16,642 14,848 53,680 59,803 17,616 17,192
12月 26 26 21,017 21,210 15,611 13,417 52,667 56,441 14,852 16,013
小計① 259 260 229,626 231,256 157,371 139,405 521,244 557,607 150,166 149,417
1日平均 887 889 608 536 2,013 2,145 580 575
1月 27 27 22,919 16,903 54,965 17,099
2月 27 28 22,866 15,134 53,953 16,863
3月 27 30 22,713 15,441 58,235 17,597 H30:直営移行のため3日休館

小計② 81 85 68,498 0 47,478 0 167,153 0 51,559 0
総合計 340 345 298,124 231,256 204,849 139,405 688,397 557,607 201,725 149,417

　　※利用者数・貸出冊数・予約数（Web含）は図書館の個人利用者のもの（団体，相互貸借除く）

9月までの合計

来館者 利用者 貸出数 予約数

229,626 157,371 521,244 150,166

231,256 139,405 557,607 149,417

1,630 -17,966 36,363 -749

H30(①)
R1(②)
②-①

平成30年度・令和元年度利用統計比較

開館日数 来館者 利用者 貸出数 予約数

平成30年度と令和元年度を比較すると，来館者が増えている

のに対し，利用者（図書館システム上，貸出等した人数）が9

か月で17,966人（月平均1,996人）減となっているが，貸出数

は36,363点（月平均4,040点）増えている。



開催イベント，企画等比較 【資料2】

継続又は
新規

対象 実施日 令和元年度行事予定 平成30年度実績

継続
一般
児童

4/27 絵本作家　武田美穂氏講演会
フリーアナウンサー海保知里氏
の英語のおはなし会

継続共催 児童 4/29 こいのぼりを作ろう こいのぼりをつくろう

新規
一般
児童

5/1 令和初の入館者に認定証贈呈

継続 児童 4/23～5/12 ブックラリー ブックラリー

新規共催 一般 4/27～5/15
パネル展示
「図書館の自由に関する宣言」

継続共催
一般
児童

5/11 本の修理体験会
ボランティア活動体験会
　修理編

新規 一般 5/1～5/30 企画「私の平成・私の令和」

新規共催
一般
児童

6/30
「ようこそ守谷へ2019」出展
　図書館PR，おはなし会

新規
一般
児童

7/2～7/10 七夕飾り（利用者参加型）

継続 学校
7/22，23，
25，26 小学生一日司書（市内10校） 夏休み小学生一日司書

平和パネル展，テーマ棚設置「平和」

7/25～8/4
8/5～8/13

・「写真パネル展『福島は今』」
・「写真パネル展『いわさきちひろ・平和への願い』」

継続 児童 8/6 読書感想文書き方教室 読書感想文の書き方教室

継続 児童 8/8 図書館ナイトツアー 図書館ナイトツアー

新規 児童 8/10
いきいき茨城ゆめ国体文化プログラム事業
いばラッキーとおはなし会

講談社全国訪問おはなし隊

新規 中学生 8/16 視聴覚室中学生開放デー

新規 児童 8/19 夏休みの工作「ポップアップカード作り」

継続共催
一般
児童

8/22
バイリンガルの絵本の読み聞かせ＆ミニ絵本講座
講師　ジェリー・マーティン氏

フランと浩子おはなしの会

新規 児童 8/1～8/31
いきいき茨城ゆめ国体開催記念
図書の特設（児童）

新規 一般 8/14～9/1
いきいき茨城ゆめ国体開催記念
図書の特設（一般）

継続 学校 10/22～ 「本の帯コンテスト」応募作品展示及び投票 本の帯コンテスト

新規共催 児童 10/27
育児コンシェルジュと一緒にハロウィン
の工作をしよう♪

継続
一般
児童

11/2,3 リサイクルブックフェア リサイクルブックフェア

平和パネル展，テーマ棚設置
「平和」

継続共催 一般

※着色は新規開催
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開催イベント，企画等比較 【資料2】

継続又は
新規

対象 実施日 令和元年度行事予定 平成30年度実績

継続共催 児童 11/4
工作会
「自然のものを使った壁飾りを作ろう！」

工作会「松葉で相撲取り」

新規共催
一般
児童

11/10
手袋の人形作り
「ねずみ５人きょうだい」

継続 一般 11/10
美術講演会「ゴッホやモネが愛した江戸の浮
世絵」　講師　市川　昌氏

講演会
「認知症予防に図書館を！」

新規 児童 11/10
アレクサンドラ＆リーランドによる
　英語のおはなし会

継続 児童 12/22 クリスマスおはなし会
サンタの読み聞かせ
サンタと記念写真

新規
一般
児童

12/25～
12/27

「図書館おたのしみ袋」貸出
テーマに沿って集めた図書を袋に詰めて貸出

継続 一般 1/11 図書館寄席 図書館寄席

継続 児童 1/26予定 節分おはなし会 節分おはなし会＆豆まき

拡充共催 一般 2/7予定
「やさしい手話講座」
指導：手話サークルふれあい

継続共催
一般
児童

2/11予定 図書館見学会 図書館見学会

継続 一般 2/15予定 朗読会
読み聞かせ研修（朗読）講座受講者による発表会

冬の日の大人のための朗読会

新規 一般
3/1，3/7予

定
教養としての歴史講座－戦国時代－

継続 児童
3/7～3/8予

定
ぬいぐるみのおとまり会 ぬいぐるみのおとまり会

新規 学校 年度内 ビブリオバトル（中学校の授業で実施）

新規 一般
※男性おはなしボランティアグループ「おは
なしくまさん」結成

イクメン読み聞かせ講座
　講師　吉田進矢氏

5/29 メンバー募集開始（守谷市役所男性職員限定）

6/26 結成会議　応募者５人

7/27 おはなし会

8/25 おはなし会

10/27 おはなし会

12/22 クリスマスおはなし会

1/26 節分おはなし会

※「おはなしくまさん」（男性おはなしボランティア）活動実績
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ボランティア育成比較 【資料3】

継続又は
新規

対象 実施日 令和元年度予定 平成30年度実績

継続 一般 9/11
読み聞かせ研修（朗読）講座
講師　常磐大学講師　澤則子氏

秋の日の大人のための朗読会

継続
おはなし
ボラン
ティア

11/25

おはなしボランティア育成講座
講師　常盤短期大学幼児教育保育学科准教授

　　　鈴木範之氏
内容：パネルシアターや歌遊びの実演，パ
ネルシアター制作・受講者実演

育成講座　ブラックパネルシア
ターを楽しく学ぼう
第1回　パネルシアターを知ろう
第2回　パネルシアターを発表し
よう
講師　榛葉小夜子氏

継続
おはなし
ボラン
ティア

1/25

おはなしボランティア育成講座
「紙芝居の実演講座」
　講師 子ども文化研究家，
　　　紙芝居グループ「紙ふうせん」

　　   代表 中平順子氏

育成講座　紙芝居を学ぶ
講師 中平順子氏

新規
一　般
　・
受講者

1/24

おはなしボランティア養成講座
講師　JPIC読書アドバイザー
　　　　児玉ひろ美氏

第一部　絵本の選び方や楽しみ方を伝える
（一般参加者も募集予定）

第二部　新しくおはなしボランティア活動に参
加してもらうための講座

育成講座　初級
講師 TRC首都圏学校図書館担当
　　   樋口右子氏

受講者 ２月
既存団体のおはなし会の見学又は，実
演会

受講者 ３月 保育所などで受講者の実演

新規

ブック
スター
トボラ
ンティ

ア

2/20
ブックスタートボランティア研修
講師　NPOブックスタート職員

※9/11開催「読み聞かせ研修（朗読）講座」は，朗読会を開催するに当たり，朗読について学ぶた
めに実施

※着色は新規開催



職員研修実績 【資料4】

●図書館業務に関する研修（平成30年度実績：15回　令和元年度実績17回）

日時 参加者 研修名，内容 講師，指導者

6/6
桐生係長

統括学校司書

ニューエデュケーション・エキスポ
2019
「読書活動活性化に向けた学校連携・
学校支援への取組について」等

立山町立立山図書館
館長古澤 良子 氏　外

6/18
山口係長
非常勤2名 ブックフェアにおける現物選定 山口係長

6/21
桐生係長
非常勤3名 ブックトーク研修 桐生係長

6/27
非常勤

非常勤2名 ブックトーク研修 桐生係長

7/1 非常勤32名 接遇及びセキュリティー研修 石川館長

7/11
土田主任
大里司書

茨城県図書館協会初任者研修
「国立国会図書館を使いこなす　国立
国会図書館のレファレンス・サービス
とレファレンスに役立つデータベー
ス」

国立国会図書館利用者サービス部
サービス企画課
レファレンス係長　豊田さおり氏

9/2
伊藤係長外４名

非常勤29名
NDC10版の改訂ポイント
～資料配架への影響を中心に～

㈱図書館流通センター
データ部 分類班 土屋綾氏

9/3～9/6 石川館長 令和元年度新任図書館長研修

9/10～9/11 大里司書
2019年度
図書館等職員著作権実務講習会

9/11

伊藤係長
非常勤２名

（資料管理，リクエス
ト担当）

茨城県図書館協会
 ステップアップ研修会
「著作権について」

さいたま市立岩槻図書館
長谷川清氏

9/28
山口，桐生係長

非常勤２名
（児童担当）

JPIC読み聞かせサポーター講習会
JPIC読書アドバイザー
児玉ひろ美氏　外

10/9
山口係長

非常勤１名
（学校司書）

茨城県図書館協会
 児童サービス研修会
「YA（ヤングアダルト）サービスイベ
ント」

11/14
石川館長外2名
非常勤２名

守谷市図書館協議会による土浦市立図
書館視察研修

11/27 石川館長
令和元年度第１回茨城県図書館協会公
共図書館部会県南地区部会研修
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職員研修実績 【資料4】

実施日 参加者 研修名，内容 備考

12/17
飯塚主任外1名
非常勤　1名

地域の魅力を再発見！デジタル化公
開・発信の実例をご紹介いたします

水戸市立東部図書館館長
吉田　浩和氏

12/18
山口係長外1名
非常勤　2名 ブックフェアにおける現物選定 山口係長，桐生係長

1/17
石川館長
大里司書 実践型接遇研修会

キハラ株式会社
加納　尚樹氏

●その他の研修，会議等（平成30年度実績：9回　令和元年度実績27回（予定含む））

実施日 参加者 研修名，内容 備考

4/1～4/5 大里司書 新規採用職員研修

4/17～4/19 大里司書 新規採用職員前期課程研修

4/19 平塚副館長 茨城県図書館協会総会

5/15 平塚副館長 茨城県図書館協会県南地区部会総会

5/20～5/21 平塚副館長 新任課長補佐研修

5/22 石川館長外２名
まちづくり協議会支援担当職員・地域
担当職員研修会

5/28
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

6/28
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

7/4
石川館長

平塚副館長
第１回図書館協議会

7/9 山口係長 子育て支援会議 地域子育て支援センター主催

7/12 大里司書 メンタルヘルス研修

7/24 石川館長 点検評価委員会

7/30
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

7/30～7/31 大里司書 中学生富士登山引率

8/21 石川館長 点検評価委員会

8/26
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

9/26
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉
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職員研修実績 【資料4】

実施日 参加者 研修名，内容 備考

10/21
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

10/25
石川館長

平塚副館長
第２回図書館協議会

11/19 山口係長 子育て支援会議 地域子育て支援センター主催

11/28～
11/29

大里司書 新規採用職員課程

12/26
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

1/29～1/31
予定

大里司書 新採職員後期課程研修

1/27予定
平塚副館長
山口係長

子育て利用者支援サービス月次会議 (株)明日葉

1/30予定
石川館長

平塚副館長
ハラスメント研修

2/3予定
全職員　8名

全非常勤　33名
防災訓練

2/20予定
石川館長

平塚副館長
第４回図書館協議会
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学校図書館支援実績 【資料5】

実施回数等

学校図書館訪問（年度当初） 全小・中学校

研修 24回

学校図書館システム打合せ及び研修 6回

計画訪問見学 5回

ビブリオバトル打合せ及び研修 8回

ブックトークの実施 13回

ブックパック配送・回収 小学校9校

図書室改修に伴う打合せ等 7回

中学生職場体験 4校

小学生まち探検 3校

その他 32回

※詳細は以下のとおりです

4/8 学校図書館新人研修／鈴木，新人学校司書2名

4/10～15 学校図書館訪問／桐生，鈴木

4/24 学研見計らい

5/14 ブックパック配送／大野小，黒内小，松前台小／桐生，飯塚

学校司書新人研修（修理，装備）／高野小学校司書

5/20 学校図書館研修／松ケ丘小：廣枝指導主事，桐生，鈴木

5/23 児童・学校打合せ／桐生，鈴木，山口外2名

5/24 計画訪問見学／愛宕中：桐生，鈴木

5/29 学校図書館研修／高野小：廣枝指導主事，桐生，鈴木

学校図書館システム打合せ

6/3 学校図書館研修／廣枝指導主事，松前台小，けやき台中：桐生，鈴木

6/6 ニューエデュケーションエキスポ2019／桐生・鈴木

「読書活動活性化に向けた学校連携・学校支援への取組について」等　

6/12 学校図書館システム打合せ

実施内容

学校図書館研修／大野小：廣枝指導主事，桐生，鈴木（教育長，指導室長の視察あり）
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学校図書館支援実績 【資料5】

6/13 学校図書館研修／黒内小：廣枝指導主事，桐生，鈴木

6/14 学校図書館研修／御所ケ丘小：廣枝指導主事，桐生，鈴木

6/17 学校図書館研修／守谷小：廣枝指導主事，桐生，鈴木

6/18 ビブリオバトル打合せ／廣枝指導主事，桐生，鈴木

6/19 学校図書館研修／郷州小：廣枝指導主事，桐生，鈴木

6/20 学校図書館研修／廣枝指導主事，大井沢小：桐生，鈴木

6/21 御所ケ丘小学校5年生ブックトーク／桐生（山口外1名・鈴木）

：単元「本は友達ともだち」あさのあつこさんの本など，45分×2クラス

6/24 学校図書館研修／守谷中：廣枝指導主事，桐生，鈴木

6/26 ビブリオバトル打合せ（指導室長，生涯学習課長，館長，桐生）

6/27 御所ケ丘小学校1年生ブックトーク／桐生

6/28 計画訪問見学／守谷小：桐生，鈴木

7/1 学校図書館研修／御所ケ丘中，愛宕中：廣枝指導主事，桐生，鈴木

7/8 ブックパック回収／大野小，黒内小，松前台小／桐生，鈴木

7/17 計画訪問見学／御所ケ丘：桐生，鈴木

7/19 学校図書館システム打合せ

7/22,24～26　学校図書館システム入替作業：桐生，鈴木

7/22 小学生1日司書（大井沢小，大野小，高野小：6名）：山口外3名

7/23 小学生1日司書（守谷小，黒内小，東風小：5名）／桐生，鈴木外2名

7/25 小学生1日司書（御所ケ丘小，郷州小：4名）／山口外1名

学校図書館システム打合せ

7/26 小学生1日司書（松前台小，松ケ丘小：4名）／山口外2名

7/29，30　 御所ケ丘中職場体験学習／桐生，鈴木，学校司書2名

8/1 学校図書館部会研修／大井沢小学校／桐生，鈴木

8/8 ビブリオバトル打合せ

8/21 学校図書館システム研修／守谷小学校／桐生，鈴木，全学校司書

8/22 ビブリオバトル打合せ

8/26 牛久市立岡田小学校図書室見学（鈴木，学校司書藏品）

けやき台中職場体験学習打合せ

：単元「どうやってみをまもるのかな」生き物の生態について（山口外1名・鈴木）
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8/29-30　 けやき台中職場体験学習／桐生，鈴木

8/30 大野小1年生ブックトーク「いろいろなお話を読もう」／鈴木（山口）

9/2 校長会

9/3 教頭会

9/4 教務主任会

9/9 ブックパック配送／御所小，郷州小，大井沢小／桐生，飯塚

9/11 茨城県図書館協会ステップアップ研修「著作権について」／鈴木

9/12 ビブリオバトル研修／桐生，鈴木，中学校学校司書4名

9/21 御所ケ丘小学校図書室移動作業（改修工事による）

9/25 児童・学校担当打合せ／桐生，鈴木，山口外2名

9/26 黒内小2年生まち探検

9/30-10/1　 市内全小・中学校図書室巡回／鈴木

10/7 郷州小図書室改修打合わせ

10/9

10/11

10/16 御所ケ丘小2年生ブックトーク／「ビーバーの大工事」／鈴木，（桐生）

10/17

大井沢小学校2年生まち探検／山口

大野小学校2年生まち探検／伊藤

10/21 御所ケ丘小図書室改修打合せ（学校教育課，管財課，桐生，鈴木）

10/22～ 本の帯コンテスト 作品展示・投票

10/29 御所ケ丘小4年生ブックトーク／「ごんぎつね」／山口，（桐生，鈴木）

大井沢小学校図書室巡回／桐生，鈴木

守谷中学校職場体験学習事前打ち合わせ

10/31 ビブリオバトル打合せ

黒内小2年生ブックトーク／「ビーバーの大工事」桐生，（鈴木）

11/1 リサイクルブックフェア（学校向け）／桐生，鈴木

11/12 ブックパック回収／御所ケ丘小，大井沢小，郷州小／桐生，飯塚，鈴木

11/14 松ケ丘小2年生ブックトーク／「むかしばなし」／桐生，（鈴木），学校司書５名見学

11/20 計画訪問見学／高野小：桐生，鈴木

茨城県図書館協会児童サービス研修会「YA（ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ）サービスイベント／山口外1名，学校司書1名

御所ケ丘小6年生ブックトーク／「海のいのち」／桐生，（鈴木）学校司書8名見学

学校図書館新人研修（Skype研修）／桐生，鈴木，新人学校司書2名
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11/20-21　 守谷中職場体験学習／桐生，鈴木

11/22 ビブリオバトル研修／桐生，鈴木

11/25 御所ケ丘小図書室移転打ち合わせ／桐生，鈴木

パネルシアター講座受講／鈴木

11/26 計画訪問見学／郷州小：桐生，鈴木

11/28 愛宕中学校職場体験学習事前打ち合わせ／桐生，鈴木

12/5 御所ケ丘小図書室巡回／桐生，鈴木

12/6 愛宕中職場体験学習／桐生，鈴木

12/11 本の帯コンテスト表彰（愛宕中，守谷中，御所ケ丘中）／石川，桐生

12/12 大野小ブックトーク打合せ／山口，鈴木

12/13 御所ケ丘小図書室パソコン移転／桐生，鈴木

12/16，19，
20，23，24

御所ケ丘小図書室配架作業／桐生，鈴木

12/18 ブックフェアによる現物選定／桐生，鈴木，山口外1名

1/8，9，10 御所ケ丘小図書室配架作業／桐生，鈴木

1/9 守谷中図書室巡回（本の帯コンテスト受賞作品掲示）／鈴木

1/15 ブックパック配送／守谷小，松ケ丘小，高野小／桐生，飯塚，鈴木

1/16予定 御所ケ丘小2年生ブックトーク／「むかしばなし」／桐生

1/17予定 御所ケ丘小1年生ブックトーク／「むかしばなし」／鈴木

1/22予定 大野小1年生ブックトーク／「むかしばなし，詩を読もう」／山口

1/27予定 御所ケ丘小3年生ブックトーク／「いろいろな国の物語，世界の家がわかる本」／桐生

1/29予定 高野小1年生ブックトーク／「むかしばなし」／鈴木

1/30予定 けやき台中ビブリオバトル打合せ／桐生，鈴木

2/3予定 御所ケ丘中ビブリオバトル打合せ／桐生，鈴木
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【小学生1日司書】

【御所ケ丘小ブックトークの様子】

【中学生職場体験（御所ケ丘中）】
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5/9 【テレビ放映】非常勤職員現場取材（ＮＨＫ）

→会計年度任用職員に関し図書館で働いている様子を撮影。総務課対応。

5/12 【新聞記事】図書館司書お薦めの一冊（茨城新聞）　土田主任

5/17 【新聞記事】改元テーマの150冊特設棚設置（毎日新聞）

6/10 「守谷の図書館を考える会」より観葉植物4鉢をご寄贈いただく

7/13

→以前，会計年度任用職員について撮影したが，その映像で上記内容を放映

8/1 ①３階フロア全ての部屋及び閲覧コーナーでパソコン利用を可能とする

②図書館内での飲食について一部修正

→館内での水分補給のみ可能とする

9/1 学校図書館システム更新（9/1～本稼働）

9月 「十和運送株式会社」様より“かいけつゾロリ”シリーズ51冊をご寄贈いただく

10月 広報もりや10月10日号で図書館特集（表紙を含むカラー7頁）

【テレビ放映】AM7:00 NHKおはよう日本：図書館で有資格者が不足し直営に戻ったという内容


