
生涯学習の推進

市民の主体的学習を支援する図書館運営

（１）令和元年度の図書館事業について   　　報告

「山形市教育大綱」及び「山形市教育振興基本計画」に基づき、「生涯学び　人や地
域とかかわり　よりよい社会を築く人づくり」を目指します。
　また、山形市立図書館基本方針に基づき、生活の充実、地域課題や生活課題への市
民の主体的学習を支援するため、多様な資料・情報の充実に努め、身近な情報拠点、
地域文化の創造の場としての図書館、さらに市民とともにさまざまな企画や図書館運
営を図ることにより、市民のニーズを反映し、市民からより一層親しまれる図書館を
目指します。

１　基本的方向性

２　山形市教育振興基本計画における施策の展開

基本施策5 生涯学び、人と地域とかかわり、よりよい社会を築く人づくり

施策

5-2

施策の方向2

【参考】＜平成３０年度事務事業に対する外部評価者の意見・助言への対応状況＞

平成３０年度事業への意見・助言（令和元年９月）

近年、登録利用者数、貸出利用数ともに減少傾向にあることから、幅広い年代を取り込み、利

用の拡大を図るための工夫、企画を行う。

また、図書館に求められる役割が、従来までの「借りる・読む・調べる」にとどまらず、利用

者や地域の「課題解決に役立つ情報拠点」へと変化してきていることから、これに応える図書館

づくりを推進する。

① 図書館では、市民の目線に立った様々な取組が行われている。高齢社会にあって、高齢者に対するサー

ビス（大活字本や録音資料の収集）提供に努力している。来館が困難な利用者（老人福祉施設や障がい者

福祉施設の入居者など）へのサービス提供も行っている。乳幼児・児童向け資料の充実にも努めている。

学校図書館との連携も密に行っている。大いに評価したい。今後も「市民とともに歩む図書館」として市

民の期待にこたえていただきたい。図書館本体とその中の施設が老朽化しているようだが、施設の安全・

安心を確保し、これからも質の高いサービスを提供し続けるために、改修を計画的に進めていただきたい。

② 図書館ボランティアとの協働による図書館運営も高く評価したい。図書館ボランティアの活動は活発

で、図書館運営の支えになっているようだが、ボランティア参加者が高齢化していることが問題である。

図書館がボランティア研修のための場を提供するだけでなく、若手のボランティア養成講座を自ら開

講しボランティア団体をその面からも支援することがあってもよいと思う。

③ 図書館運営については、利用者（乳児・幼児等、児童生徒、青少年、高齢者、来客が困難利用者、外国

の方）に沿ったサービスやＩＣＴを活用した情報提供によるインターネット予約の実施が行われている。

また、郷土資料の収集と提供については、マスコミや出版社にも取り上げられ、「市民の出版物」として

特集が組まれるなど、その取組については内外から高く評価されている。加えて、郷土をテーマにした企

画展、郷土の作家を招いた講演会など魅力ある取組が見られる。学校との連携についても、図書整理研修

会、国語の読書学習への支援、本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の発行などの学校への支援が見られる。

職員スタッフや活動団体、ボランティアサークル等、活動する人々の努力・工夫が見られ、地域におけ

る「知の拠点」としての学び続ける人を育む役割だけでなく、地域の活性化につながるリーダー育成やコ

ミュニティの役割を担っている。今後はさらに、「人が集まり楽しむ図書館」の視点から、いろいろな企

画展の実施も検討願いたい。

尚、市民参加による図書館運営は魅力的な活動であるので、ボランティアサークルの新たな育成や現

サークルのメンバー補充、若手の参加等、先を見通しながら計画的に進めてほしい。
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　３　具体的取組

■取組３　資料の収集・整備・保存とその提供の充実

■取組１　市民の立場に立った図書館サービスの充実

■取組２　ＩＣＴを活用した情報提供の推進

令和元年度　運営方針

検討・対応（令和２年７月現在）

⑴児童・青少年向け資料の充実

児童・青少年向け資料の収集に努め、児童書コーナー、ヤングコーナーの充実を図る。

また、青少年の進路選択に役立つ資料の収集に努める。

⑵高齢者向け資料の収集と館内環境の整備

①高齢者が利用しやすい大活字資料や録音図書資料の収集に努める。

また、高齢者が分かりやすく手に取りやすい本の配置と環境の整備に努める。

②高齢者や周りの家族にとって関心の高い趣味や医療・介護・福祉等の資料の収集に努める。

⑶来館困難者への資料提供

団体貸出を通して、老人福祉施設や障がい者福祉施設に入所されている方への資料提供を行う。

⑷多言語資料の収集と案内掲示

①外国人とのコミュニケーション等に役立つ英語や、諸外国語の会話集等の資料の収集に努める。

②外国人が利用しやすいような多言語表記による館内の案内板や表示板などの充実に努める。

⑴蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

①提供できる資料について、市民ニーズや資料収集方針に基づき、適切な質・量の確保に努めるととも

に、限られた収蔵スペースの有効活用を図る。

②除籍した資料の有効活用のため、図書リサイクルで学校、保育園、幼稚園などの施設や各種団体、市

民へ提供する。

⑵郷土資料の収集と提供

郷土に関する資料等の発行情報の把握に努め、図書、雑誌、パンフレット、チラシ、音声・映像資料等

を幅広く収集し提供する。

⑴インターネット予約サービスの利便性向上

インターネットによる図書館資料予約サービスの普及を促進していくとともに、より利便性の高いシス

テムの構築に努める。

⑵メール・レファレンスサービスの普及

電子メールによるレファレンスサービスの普及を図り利用の拡大に努める。

⑶オンラインデータベースを活用した情報提供

法令情報や官報情報などのオンラインデータベースを活用した情報提供を行う。

① 乳幼児・児童・青少年向け資料、高齢者向け資料（大活字本、録音資料）を引き続き積極的に購入し

た。老人施設などへの団体貸出、学校図書との連携も継続している。

令和元年度は、耐震補強及び屋根改修工事等を実施した。令和２年度は、空調設備改修設計委託、消

防設備改修設計委託を実施する。

② 図書館ボランティアと協働して図書館を運営し、引き続き「市民参加による図書館運営」に取り組ん

でいる。ボランティアの高齢化については、問題意識を共有しており、若手ポランティア育成について

図書館ボランティアの統括組織「小荷駄のみどり」と協議している。こうした中、創設メンバーが山形

を離れるため存続の危機にあった団体（布絵本・布おもちゃを制作し貸出している団体）に、若手後継

者６名が参画し活動を継続している。

③ 様々な利用者に対応した資料の収集、ネット予約などＩＣＴの活用、郷土資料の収集を引き続き積極

的に推進している。令和元年度は、芸工大生がプロデュースした「夜の図書館」など３０以上の催し

物・講座を開催した。※絵本の読み聞かせ等は、週２回開催している。
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■取組４　多様な学習の機会や活動・発表の場の提供

⑶地域課題解決の取組支援

①山形市、山形県で発行している行政資料や地図等を収集し提供する。

②起業、資格取得や就労等を支援していくための資料を収集し提供する。

③子育て、教育、医療、健康、福祉、まちづくり等の市民生活や地域を豊かにするための資料を収集し

提供する。

⑷レファレンスサービスの向上と充実

①レファレンスニーズに対応できる資料の整備や、研修等による専門能力の向上を図り、サービスの向

上と充実に努める。

②国立国会図書館レファレンス協同データベース、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信

サービス並びに法令情報や官報情報などのオンラインデータベースを活用し、レファレンスサービス

の充実に努める。

③求められる情報に関して、その情報源となる人若しくは機関、組織を知らせるレフェラルサービスの

提供に際し、必要な情報源の整理に努める。

⑸視聴覚資料の提供

児童・青少年健全育成、地域福祉をはじめ、社会教育に役立つ視聴覚資料を、地域で活動する社会教育

団体等へ提供する。

⑴講座・講演会の開催

郷土の歴史や身近な社会問題など市民のニーズに応える各種講座や、文字・活字文化の日、読書週間に

あわせた講演会、郷土出身の作家等を招いた講演会を企画、開催する。

⑵幼児・児童向け事業の充実

幼児・児童向けに開催している「絵本とあそぼう」「おはなしの広場」「耳から聞く読書」「絵本とわ

らべうたの広場」などのおはなし会のほか、「紙芝居を楽しむ会」「人形劇を楽しむ会」「バルーンアー

トを楽しむ会」「ミニコンサート」などのイベントを現在実施しているが、今後も幼児・児童が絵本や物

語に親しむ事業の充実を図る。

⑶展示会の開催

読書への関心を高めるため、展示ホールや玄関展示コーナーを活用し、読書週間、教育・文化週間にあ

わせて実施する資料展示、山形市平和都市宣言事業として戦争と平和に関する資料の展示会、毎年、数多

く出版される郷土の出版物等の展示会をはじめ、開催する講座・講演会のテーマに沿った内容のほか、時

宜にあったテーマの展示会等を企画、開催する。

⑷事業実施における図書館ボランティアとの協働

上記の各種講座・講演会、乳幼児・児童向け事業、展示会等の企画・運営に際しては、図書館ボラン

ティアと協働で行う。

- 3 -



■取組５　子どもの年齢に応じた図書館サービス

■取組６　学校図書館との連携と学校教育活動への支援

■取組７　広報・広聴及び情報発信の充実

⑴乳幼児向け資料の充実と事業の展開

①乳幼児や児童向けの絵本、児童図書、紙芝居等を収集し、内容を充実させる。

②おはなし会や読み聞かせなどの事業を通し、乳幼児の読書活動の推進に努める。

③事業の実施に際しては、図書館ボランティアの協力を得ながら、参加しやすい雰囲気づくりに努める。

⑵幼稚園・保育所等への資料提供と読み聞かせの実施

①幼稚園・保育所等へ団体貸出により資料を提供する。

②園児に図書館利用の楽しさを感じとってもらえるよう、図書館見学などを受け入れる。

③幼稚園・保育所等からの依頼により、職員が図書館ボランティアの協力を得て訪問し、読み聞かせを

開催する。

⑶子育て支援に役立つ資料の提供

①乳幼児向けの絵本を紹介したパンフレット「絵本とあそぼう」を作成して、1歳6ケ月検診の受診時に

配付し、小さい頃から本に触れる楽しさを感じる環境づくりに努める。

②児童書等を紹介する本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の内容充実に努める。

⑴学校図書館の運営支援

①学校図書館の運営を支援するため、図書整理員研修会を開催する。

②学校を訪問し、学校図書館の運営の工夫や課題、児童生徒の委員会活動について、情報交換や助言等

の支援をする。

⑵学習支援の推進

①児童生徒の学習支援のため、学校からの依頼に基づき教科等のテーマに応じた資料を選定し、団体貸

出により提供する。

②夏休み自由研究相談会を開催するほか、自由研究のテーマ選定や研究の進め方などに役立つ図書を展

示するなど、児童生徒の自主的な学習を支援する。

③学校との共催による学校訪問おはなし会を、図書館ボランティアの協力を得て実施する。

⑶職場体験学習等の受け入れ

①中学校2年生の職場体験学習をはじめ、児童生徒の職場体験や就業体験を受け入れる。

②小学校のまち探検や社会科見学、中学校の社会科学習等の図書館見学受け入れをとおし、図書館への

理解と児童生徒の利用促進を図る。

⑷「としょかんＫｉｄｓ」の発行と学校との協力

本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の発行に際しては、学校の協力のもと児童・保護者らのお気に入りの

本を紹介する記事の掲載や、季節毎のテーマで児童書を紹介し、学校に校内掲示を依頼し、児童らの図書

館利用促進に努める。

⑴図書館だよりの発行

①「図書館だより べにばな」を発行し、利用案内、催し物の開催、図書館ボランティアの活動状況等

の情報提供を行う。

②本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」を発行し、児童書の紹介を通して児童生徒の図書館利用の促進を図

る。

⑵広報やまがた・市公式ホームページを通した情報提供

①「広報やまがた」を活用し、催し物の開催や図書館利用に関する情報提供を行う。

②山形市公式ホームページ「なんたっすやまがた」を活用し、利用案内や催し物開催等の情報提供を行

う。

③図書館ホームページの内容を充実させ、蔵書案内、新着資料案内、催し物開催等の情報提供を行う。

⑶利用者アンケートの実施

利用者アンケートを実施し、利用者の属性や図書館利用に関する意向・要望等の把握に努め、その結果
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■取組８　市民参加による図書館運営

■取組９　質の高いサービスを支える体制の整備

⑴図書館ボランティアとの協働

図書の整理・修理、読み聞かせ、独自事業の企画などを行う図書館ボランティアと協働し、図書館運営

の充実を図るとともに、展示会や講座等の開催など活動の場を提供する。

⑵職場体験の受け入れ

インターンシップや若者支援ＮＰＯ、青少年及び一般成人の保護組織が実施する、職業体験、就労研修

等を受け入れる。

⑴専門性の向上

館内研修の実施や、他団体等が開催する研修等への参加により、職員の資質向上に努める。

⑵分館の充実

①資料の貸出・返却、予約資料の受け取りなど、本館と分館間のネットワークの充実に努める。

②各分館のニーズ、利用者層、利用資料の傾向、規模等に応じた蔵書構成に努める。

⑶図書館情報システムの利便性向上

現在のシステムの見直しを行い、利用者にとってより利便性の高い図書館情報システムの構築を目指す。

⑷長寿命化に向けた安心・安全な施設環境づくりの推進

施設の老朽化に伴う、計画的な改修を以下のとおり実施し、利用者が安心・安全に利用できる施設の環

境づくりに努める。

①耐震改修 ②屋根改修 ③天井排煙窓開閉オペレーター改修 ④照明設備改修
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表Ⅰ：団体貸出

■取組１ 成果指標

年　度 H30 R1 R2 R3

取組の実施状況

区分 R1年度 H30年度 H29年度

施設数 8件 12件 12件

冊　数 2,346冊 2,684冊 3,456冊

目 標 値 195,000 人

R4

指標名(説明) 貸出者数

190,500 人 169,000 人 196,000 人 196,500 人

人人 人実 績 値 190,300 人 195,775 人

冊

評価

成　果

課題・
改善案

指標名(説明) 貸出冊数

目 標 値 953,000 冊 937,000 冊 831,000 冊 964,000 冊 966,000 冊

冊 冊実 績 値 936,432 冊 950,011 冊

・取組１ 市民の立場に立った図書館サービスの充実

(1)児童・青少年向け資料の充実

児童・青少年用の資料及び青少年の進路等に役立つ、職業図鑑などの資料収集に努めた。

・児童向図書所蔵数 約97,450冊（R1年度受入約2,580冊）

(2)高齢者向け資料の収集と館内環境の整備

高齢者に対する図書館サービス提供として、大活字本や録音資料の収集に努めた。また、高齢者

に配慮した環境の整備に努めた。

・大活字図書所蔵数 約2,350冊（R1年度受入 約90冊）

(3)来館困難者への資料提供

来館が困難な利用者への図書館サービス提供として、団体貸出を通して、老人福祉施設や障がい

者福祉施設入所者への資料提供を行った。＜表Ⅰ＞

(4)多言語資料の収集と案内表示

①外国人とのコミュニケーション等に役立つ英語や、諸外国語の資料収集、提供を行った。

②外国人が利用しやすいよう、多言語表記による案内表示の充実を図った。

・多言語資料所蔵数 約630冊 (R1年度受入 約30冊)

・外国語絵本所蔵数 約630冊 (R1年度受入 約10冊）

＊R2成果指標について（取組１・取組４）

コロナウィルス感染症対策で休館・利用制

限をしたため目標値を下げている。

貸出者数、貸出冊数について、１０年間減少が続いていたが、共に増加に転じることができ目標

値を達成することができた。

(1)児童・青少年向け資料の充実

児童・青少年向けに大学の学部選び等、進路に役立つ資料を提供できた。

(2)高齢者向け資料の収集と館内環境の整備

前年度より高齢者(７０歳以上）の利用実績が約14,000冊増加した。

(3)来館困難者への資料提供

団体貸出を通して老人福祉施設や障がい者福祉施設入所者の求める資料を提供した。

(4)多言語資料の収集と案内表示

①多言語資料について、言語種類のバランス構成を意識し、資料の収集を図った。

②国旗等を書架案内に表記し、外国人が一目で確認できるようにした。

(1)児童・青少年向け資料の充実

図書館に１人で図書館に来られない児童も多いので、児童の図書館利用の働きかけをＳＮ

Ｓなどで大人に行う。

(2)高齢者向け資料の収集と館内環境の整備

高齢者の利用を促すため、高齢者向けの講座や催し物等で図書資料のＰＲを行う。

(3)来館困難者への資料提供

老人福祉施設や障がい者福祉施設入所施設への団体貸出件数及び冊数は減少している。団

体貸出制度の周知を図るため、チラシを配布するなどＰＲを強化する。

(4)多言語資料の収集と案内表示

所蔵する言語の種類、資料の内容を常時把握し、必要に応じて資料を購入する。
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表Ⅰ：メール・レファレンス 表Ⅲ：情報提供

表Ⅱ：インターネット予約

取組の実施状況

R1年度 H30年度 H29年度

件　数 11件 10件 1件 件　数 114件 83件 208件

区　分 R1年度 H30年度 H29年度 区　分

窓口受付 18,943件 19,859件 20,197件

合　計 53,876件 49,007件 46,913件

区　分 R1年度 H30年度 H29年度

インターネット受付 34,933件 29,148件 26,716件

■取組２ 成果指標

年　度 H30 R1 R2 R3 R4

インターネット受付比率 64.8% 59.5% 56.9%

指標名(説明) インターネット予約率

目 標 値 57.4 ％ 61.0 ％ 67.0 ％ 69.0 ％ 71.0 ％

％

評価

成　果

課題・
改善案

％ ％実 績 値 59.5 ％ 64.8 ％

・取組２ ＩＣＴを活用した情報提供の推進

(1)インターネット予約サービスの利便性向上

インターネット予約サービスの拡充に努めた。＜表Ⅱ＞

(2)メール・レファレンスサービスの普及

メールによるレファレンスサービスの普及に努めた。＜表Ⅰ＞

(3)オンラインデータベースを活用した情報提供

法令情報や官報情報など、ホームページを活用した情報提供を行った。＜表Ⅲ＞

(1)インターネット予約サービスの利便性向上

貸出カードを交付する際にネット予約について案内しており、利用者が着実に増えている。

インターネットによる予約の目標値を達成した。

(2)メール・レファレンスサービスの普及

ホームページに「お問い合わせフォーム」を作成したので、メールによるレファレンスが

普及した。

(3)オンラインデータベースを活用した情報提供

最新の官報や法令情報など、必要な情報を必要とする人へ提供できた。

(1)インターネット予約サービスの利便性向上

インターネットによる予約件数は、年々増加傾向にある。この傾向を維持するため、ネッ

ト予約について丁寧な案内を続けていく。

(2)メール・レファレンスサービスの普及

職員を積極的に研修に参加させてレファレンス能力を磨き、レファレンスサービスの更な

る充実を図る。

(3)オンラインデータベースを活用した情報提供

オンラインデータベースを活用した情報提供最新の官報や法令情報は、個人ではなかなか

アクセスできない情報なので、使いやすさを意識してサービスを提供する。
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表Ⅰ：登録・貸出・蔵書 表Ⅱ：リサイクル

表Ⅲ：郷土資料受入数

H29年度 区　分

取組の実施状況

190,883人 冊　数 約 1,900冊 約 2,000冊 約 2,500冊

R1年度 H30年度 H29年度

登録者数 41,057人 39,845人 40,287人
本
　
館

団体
施設数 43件 48件 41件

貸出者数 195,775人 190,300人

区分 R1年度 H30年度

人　数 705人 711人 603人

蔵書冊数 408,350冊 406,434冊 410,653冊 冊　数 約 12,900冊 約 10,100冊 約 11,000冊

貸出冊数 950,011冊 936,432冊 940,148冊
一般

評価

成　果

区分 R1年度 H30年度 H29年度

冊数 1,256冊 1,158冊 1,191冊

分　館
人　数 － － －

冊　数 約 2,580冊 約 3,130冊 約 2,650冊

・取組３ 資料の収集・整備・保存とその提供の充実

(1)蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

①市民ニーズや資料収集方針に基づき、適切な質・量の確保を図るとともに、限られた収蔵スペー

スの有効活用を図った。＜表Ⅰ＞

②本のリサイクル事業を行い、除籍した資料を、学校、保育園、幼稚園などの施設や各種団体、市

民へ提供した。＜表Ⅱ＞

(2)郷土資料の収集と提供

郷土に関する図書・雑誌・パンフレット・チラシ、映像資料や地図等の収集・提供に努めた。

＜表Ⅲ＞

(3)地域課題解決の取組支援

①山形市、山形県で発行している行政資料や地図等を確実に収集し提供した。

②起業、資格取得や就労等を支援していくための資料として、各地の商工月報を収集し提供した。

③子育て、教育、医療、健康、福祉、まちづくり等の市民生活や地域を豊かにするための資料とし

て、各分野で発行している刊行物等を収集し提供した。

(4)レファレンスサービスの向上と充実

①レファレンスニーズに対応できる事典、図鑑等レファレンス資料の整備や、研修等により職員の

専門能力を向上させ、サービスの向上を図った。

②求められる情報に関して、その情報源となる人物若しくは機関、組織を知らせるレフェラルサー

ビスの提供に際し、必要な情報をファイルにまとめる等、資料の整理に努めた。

(5)視聴覚資料の提供

児童・青少年健全育成、地域福祉をはじめ、社会教育に役立つ交通安全啓発ＤＶＤなどの視聴覚

資料について、地域で活動する団体等へ提供した（資料36件132本、機材27件）。

アクセスできない情報なので、使いやすさを意識してサービスを提供する。

(1)蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

①除籍した資料を学校、保育園、幼稚園などの施設や各種団体、市民へ提供するリサイクル事

業に活用したことにより、収蔵スペースを有効に活用できた。

②毎年本のリサイクル事業を行うことで、最後まで資料の有効活用ができた。また、資料を廃

棄する際の経費削減にもなっている。

(2)郷土資料の収集と提供

県立図書館からの書架の受け入れに伴い、郷土資料の書架を移動したことにより収蔵スペー

スが増え、新着資料を展示するスペースができた。これにより利用者が自由に閲覧できる保存

用以外の郷土資料を増やすことができた。

(3)地域課題解決の取組支援

①山形市、山形県の行政資料や地図を必要とする利用者のニーズに確実に応えた。

②全国の商工月報を提供し、各地の取り組みや制度を比較検討する機会を提供できた。

③分野ごとに散らばった市民生活や地域を豊かにするための資料を、時宜にあったテーマで玄

関展示や特集コーナーとして一か所に集め、利用者と資料の出会いの場を数多く演出できた。

(4)レファレンスサービスの向上と充実

①職員４人が県立図書館主催のレファレンス研修に参加し、サービスの質的向上が図られた。

②保健所と連携した自殺予防特集コーナーの設置を定期的に行うなど外部と積極的に連携した

ため、レフェラルサービスの充実に繋げられた。

(5)視聴覚資料の提供
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課題・
改善案

(1)蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

①毎年数多く出版される書籍の収蔵は、収蔵スペースが限られているため、引き続きリサイ

クル事業などを活用し、新しい書籍を収蔵する一方で、入替えに伴う価値ある古い書籍の

保存も必要である。

②今後も本のリサイクル事業を継続していくため、コロナウイルス対策を含めて公民館やコ

ミセン等とも連携を図るなど、改めて開催の方法・期間・場所等の見直しも必要になって

いる。

(2)郷土資料の収集と提供

引き続き、郷土資料の情報をきめ細かく集め、貴重な資料の保存に努めていく。

(3)地域課題解決の取組支援

①今後も、確実に資料を収集し提供していく。

②利用者がより手に取りやすい案内、配置をしていく必要がある。

③蔵書をよく知る図書館職員ならではの視点で、意外性のある特集や資料を集め、利用者の

関心を高める。

(4)レファレンスサービスの向上と充実

①研修で学んだ内容を館内で共有し、レファレンスサービスに対応する経験をより多くの職

員が積んでいく必要がある。

②より広い分野で外部の専門家や機関と連携することにより、図書館では対応できない相談

には、有益な情報源を可能な限り提供する。

(5)視聴覚資料の提供
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表Ⅰ：講座・講演会の開催件数 表Ⅱ：幼児・児童向け事業件数

106件 118件 118件件　数 15件 13件 11件 件　数

取組の実施状況

区　分 R1年度 H30年度 H29年度 区　分 R1年度 H30年度 H29年度

指標名(説明) 講座・講演会、幼児・児童向け事業の開催数

目 標 値 － 110 100 130 130

■取組４ 成果指標

年　度 H30 R1 R2 R3 R4

実 績 値 131 121

・取組４ 多様な学習の機会や活動・発表の場の提供 （別表参照）

(1)講座・講演会の開催

映画の上映会、中高生、大学生の青少年を対象とした研修会、郷土出身の作家等を招いた講演会を

企画、開催した。＜表Ⅰ＞

・「よのなか科in山形市立図書館」

①AI時代に生き残る仕事を創ろう ②家の窓から未来の日本が見える ③流行る店には理由がある

開催日 令和元年6月1日、9月21日、11月30日

講 師 図書館職員

参加者（のべ） 小学生5人 中学生22人 大学生12人 その他31人 計70人

・平和の尊さを考える親子映画上映会（開館40周年記念事業 上映作「この世界の片隅に」）

開催日 令和元年7月27日

参加者 50人(図書館「貸出カード」を持つ小学校高学年～中学生とその保護者)

・「夜の図書館～40周年誕生会」（開館40周年記念事業）

東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科の学生がプロデュースした図書館の40周年を祝うバー

スデーパーティー。図書館の紹介ムービーの上映、バースデーケーキのオブジェ作製、図書館の地

下書庫などに眠るお宝資料を発掘するクイズなどを実施。

開催日 令和元年10月24日

参加者 23人

・山形出身漫画家 杏耶さんの 「おいしいまいにちの作り方」

開催日 令和2年2月23日

参加者 44人

(2)幼児・児童向け事業の充実

乳幼児・児童向けのおはなし会や、読み聞かせをはじめとする各種イベントを企画・開催した。

＜表Ⅱ＞

・つちだよしはるワークショップ「つちだよしはるさんと絵皿をつくろう！」

開催日 令和元年11月9日、参加者 20人

・「夏の怪談～としょかんdeきもだめし」

開催日 令和元年8月9日、参加者 親子17組 43人

(3)展示会の開催

展示ホール等を活用した「やなせたかし生誕１００周年～やなせたかしの世界～」の特集コーナー

を設置（4/20～5/13）した。また、館内に特集コーナーを延べ42回設置した。

(4)事業実施における図書館ボランティアとの協働

各種事業の企画・運営に際しては、図書館ボランティアと協働で「絵本とあそぼう」のほか、小学

生からシニア世代までの多世代が正解が一つではない社会の課題を話し合う「よのなか科」(３回)や

成人対象の「コミュニケーション力講座(全３回中２回実施)を実施した。
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評価

課題・
改善案

成　果

成果指標となる講座・講演会、幼児・児童向け事業の開催数は、開館40周年記念事業として行っ

た「平和の尊さを考える親子映画上映会」や新規で行った「夏の怪談・図書館deきもだめし」、

「よのなか科」の増等により達成された。

(1)講座・講演会の開催

山形市出身のイラストレーター杏耶さんのトークショーには、定員を超える申し込みがあり、

将来的に漫画やイラストを関する仕事に就きたいと考える子どもも参加するなど、郷土出身の

作家に間近で触れる機会を提供できたほか、芸工大生がプロデースした「夜の図書館～40周年

記念誕生会」など多彩な企画を実施した。

(2)幼児・児童向け事業の充実

イベントや読み聞かせを通して乳幼児・児童に本の世界の楽しさに触れてもらえた。

(3)展示会の開催

展示により様々な視点から本の世界の楽しさ紹介することができた。

(4)事業実施における図書館ボランティアとの協働

昨年度は、収集した郷土資料を展示する「市民の出版物展」の開催に合わせ、図書館で活動

するボランティアグループが作成した貸し出しも可能な布おもちゃを展示し、利用者が、図書

館の持つ貴重な財産を知る機会の提供ができた。

(1)講座・講演会の開催

郷土にゆかりのある作家については、知名度のあるなしに関わらず、様々な方面で活躍する

作家を見つけ、利用者に新たな発見をもたらすような図書館独自の講座を開催し、郷土の魅力

を発掘していく。また、学生がプロデュースした企画の発表の場を提供していく。

(2)幼児・児童向け事業の充実

ボランティアの協力を得て行う事業が多いため、今後も連絡を密にして事業を行っていく。

(3)展示会の開催

これからも利用者が興味をもつ展示を心掛けていく。

(4)事業実施における図書館ボランティアとの協働

昨年度に「市民の出版物展」で展示した布のおもちゃについて、ボランティアグループと

協力して写真付きの目録を作成するなど、より利用しやすくなるよう努めていく。
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表Ⅰ：団体貸出

取組の実施状況

冊　数 2,771冊 2,364冊 1,853冊

区分 R1年度 H30年度 H29年度

施設数 26件 20件 17件

評価

成　果

課題・
改善案

・取組５ 子どもの年齢に応じた図書館サービス

(1)乳幼児向け資料の充実と事業の展開

①乳幼児や児童向けの絵本、児童図書、紙芝居等について、職員が図書館流通センターなどから情

報を収集し、資料の充実を図った。

②おはなし会や読み聞かせなどの事業を実施した。

・絵本と遊ぼう（毎週水・木） 75回 723人

・おはなしのひろば（毎月日） 14回 533人

（べにっこおはなしの広場を含む）

・おはなし会～耳からきく読書～ 5回 76人

・絵本とわらべうたのひろば 3回 41人

③②はすべてボランティアの協力のもと行った。

(2)幼稚園・保育所等への資料提供と読み聞かせの実施

①保育所・幼稚園等へ団体貸出により、絵本等資料を提供した。＜表Ⅰ＞

②たんぽぽ保育園等の訪問を受け入れた。

③べにっこ広場を訪問し、読み聞かせを開催した。

(3)子育て支援に役立つ資料の提供

①「絵本とあそぼう」を作成し、1歳6ケ月検診時に配布した。発行部数 2,000部

②「としょかんＫｉｄｓ」を年4回作成し、保育所・幼稚園、小学校等に配布した。

発行部数 500部×4号

(1)乳幼児向け資料の充実と事業の展開

①英語学習に対応した外国語絵本や、外国語の図鑑等を新たに購入し、幅広い世代の英語学習

への支援ができた。英語絵本のリクエストも増えている。

②耐震工事期間中、読み聞かせ事業の開催場所の変更等もあったが、継続して事業を行うこと

が出来た。

③ボランティアの協力のおかげで、参加しやすい雰囲気をつくることができた。

(2)幼稚園・保育所等への資料提供と読み聞かせの実施

①団体向けに貸出可能な大型絵本を増冊し、昨年度よりも幼稚園等団体への貸出冊数が増えた。

②図書館見学の受入れなどにより、園児に図書館の楽しさを感じてもらえた。

③ボランティアの協力のおかげで、べにっこ広場での読み聞かせを定期的に開催できた。

(3)子育て支援に役立つ資料の提供

①１歳６カ月検診時に「絵本とあそぼう」を配布することによって、乳幼児におすすめの絵本

を提示し、絵本に触れたことのない保護者にも関心をもってもらうきっかけをつくることが

できた。

(1)乳幼児向け資料の充実と事業の展開

①本の充実を図るとともに、本の探しやすさにも力を入れたい。自分の力で本を探せるように

インデックスの工夫や、レイアウトの変更などを行う。

②事業によっては、時間帯により参加者の少ないものがある。開催日や時間の見直しを行う。

③今後もボランティア団体との良好な関係を維持し、一体となって事業を運営する。

(2)幼稚園・保育所等への資料提供と読み聞かせの実施

①団体貸出を利用したことのない保育園や幼稚園への周知を図る。

②幼稚園・保育所等との連携と見学の受け入れを継続する。

③定期的な事業となるようべにっこ広場と連携を継続する。

(3)子育て支援に役立つ資料の提供

①内容の見直しを行い、最近出版された本を取り入れた改訂版を発行できるか検討する。

②「としょかんＫｉｄｓ」について記事の内容を見直し、図書館で新しく購入した本の紹介

も行う。
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表Ⅰ：学校図書整理員研修会 表Ⅳ：学校訪問読み聞かせ

表Ⅱ：団体貸出

表Ⅴ：中学校2年生の職場体験受入れ

表Ⅲ：夏休み自由研究相談会

区分 R1年度 H30年度 H29年度 区　分

取組の実施状況

人　数 44人 38人 47人
小学校

学校数 4校 4校 5校

人　数 743人 799人 1,526人

学校数 1校 1校 2校

231人 280人 256人

R1年度 H30年度 H29年度

区　分 R1年度 H30年度 H29年度 人　数
中学校

18人

区　分 R1年度 H30年度 H29年度

区分 R1年度 H30年度 H29年度

冊　数 203冊 110冊 106冊 学校数 2校 3校 3校
中学校

3人 11人 0人

人　数 6人 12人

小学校
学校数 15校 29校 15校

冊　数 417冊 1,533冊 583冊

学校数 3校 4校 3校

人　数
子ども 4人 19人 19人

大　人

・取組６ 学校図書館との連携と学校教育活動への支援

(1)学校図書館の運営支援

①「学校図書整理員研修会」を開催した。＜表Ⅰ＞

・開催日 令和元年8月2日

・講 師 大場惠子氏

②学校図書館と市図書館との連携について、小学校及び中学校の校長会の場で説明を行った。

(2)学習支援の推進

①教科等のテーマに応じた新見南吉、宮沢賢治などの資料を選定し、学校へ団体貸出により提供し、

児童生徒の学習支援を行った。＜表Ⅱ＞

②夏休み自由研究相談会や「読書感想文の書き方お助け講座」を開催し、児童生徒の自主的な学習

の支援を行った。＜表Ⅲ＞

「夏休み自由研究相談会」

・開催日 令和元年8月8日

・会 場 南部公民館

③学校との共催による学校訪問おはなし会を実施した。＜表Ⅳ＞

(3)職場体験学習の受け入れ

①中学生の職場体験学習を受け入れた。受け入れの際、生徒は、幼児への読み聞かせ、排架作業や

カウンター業務の体験、お薦め本紹介コーナーを設営した。＜表Ⅴ＞

②小学校や養護学校の社会科見学などを引き続き受け入れし、利用状況などを説明した。

(4)「としょかんＫｉｄｓ」の発行と学校との協力

本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の発行（年4回）に際しては、学校の協力のもと児童・保護者ら

のお気に入りの本を紹介する記事を掲載するほか、発行する季節に応じたテーマに沿った児童書を紹

介し、児童らの図書館利用促進を図った。 発行部数 500部×4号

も行う。

※R1年度は授業の都合により山形大学の理科サーク

ルの協力が得られず、別の講師１名のみの対応と

なったため、受入人数が減少している。

※R1年度は授業の都合により山形大学の理科サーク

ルの協力が得られず、別の講師１名のみの対応と

なったため、受入人数が減少している。
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評価

成　果

課題・
改善案

(1)学校図書館の運営支援

①学校図書館図書整理員研修会では、市立図書館の館内や閉架書庫などを案内し、情報提供

を行った。また、研修会で作成したＰＯＰや学校の図書委員の児童が作成したポスターを玄

関展示コーナーに展示し、学校図書館との連携が図られた。

②各小中学校の校長先生にも図書館の学校図書館との連携について認識していただくことが

できた。

(2)学習支援の推進

①学校図書館だけでは不足する資料を提供し、学習効率の向上が図られた。

②参考資料の提供にとどまらず、対面で相談を行うことにより、きめ細かい学習の支援が実

現できた。

③図書館が、学校との窓口となって調整し、読み聞かせボランティア団体を学校に派遣した。

ボランティア団体が参加することにより、より多く学校の依頼を受けることができた。

(3)職場体験学習の受け入れ

①職員と一緒に図書館の仕事を体験し、本の貸し借り業務で利用者と関わることで、働くこ

との大変さや喜びを味わえたようだった。

②職員が図書館の利用状況などを説明することにより、児童などが図書館の役割を知る良い

機会となった。

(4)「としょかんＫｉｄｓ」の発行と学校との協力

市内小学校の児童と図書整理員から「としょかんkids」に寄稿していただいた。

としょかんkidsを通して図書館がより身近なものになった。

(1)学校図書館の運営支援

①ニーズに応じた図書整理員研修会を開催する。

②図書館として学校図書館の現状を更に知る必要がある。学校訪問などを通して情報共有を

行っていく。

(2)学習支援の推進

①同時期に複数の学校で同様の図書館資料を使用する場合があり、調整が必要である。

②自由研究の相談に対応できる団体、個人が少なく、対応に限界がある。

③ボランティア団体の新規会員を増やす方法を考える。

(3)職場体験学習の受け入れ

①職場体験の日数が２日と３日であるため、それぞれが満足できる体験活動を組む必要があ

る。職員と一緒にカウンター業務、配架業務を行う時間を十分確保したい。

②図書館に来たことのない児童も多くいるため、学校を通して団体での訪問を受け入れてい

ることを周知していく。

(4)「としょかんＫｉｄｓ」の発行と学校との協力

記事の内容を見直し、図書館で新しく購入した本の紹介などもしていく。
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課題・
改善案

取組の実施状況

評価

成　果

・取組７ 広報・広聴及び情報発信の充実

(1)図書館だよりの発行

「図書館だより べにばな」を年間4回発行し、来館者、小中学校、公民館、コミセンなどに配布し

た。 発行部数 800部/号

(2)広報やまがた・市公式ホームページを通した情報提供

市公式ホームページ、市公式フェイスブックページ並びに図書館ホームページを活用し、イベント

や講座等、図書館に関する様々な情報の提供を行った。

(3)利用者アンケートの実施

利用者アンケートや投書箱を通した利用者の意向把握に努めた。

・アンケート調査実施期間 令和元年11月22日～12月1日

・アンケート調査回収数 703枚

(1)図書館だよりの発行

「図書館だより べにばな」の発行により、利用者等にイベント情報の告知、結果報告、お

すすめの本の紹介を行うことができた。

(2)広報やまがた・市公式ホームページを通した情報提供

市公式ホームページ、市公式フェイスブックページ並びに図書館ホームページを活用し、

イベントや講座等、図書館に関する様々な情報の提供を行うことができた。

(3)利用者アンケートの実施

利用者アンケートや投書箱を通した利用者の意向を把握することができた。

(1)図書館だよりの発行

「図書館だより べにばな」のクオリティを高め、情報発信力を強化する。

(2)広報やまがた・市公式ホームページを通した情報提供

市公式ホームページ、市公式フェイスブックページ並びに図書館ホームページを迅速に更

新し、タイムリーな情報を提供する。

(3)利用者アンケートの実施

利用者以外からの意見を聴取するための調査を検討していく。
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成　果

課題・
改善案

取組の実施状況

評価

・取組８ 市民参加による図書館運営

(1)図書館ボランティアとの協働

排架業務など、図書館ボランティアと協働で図書館運営の充実を図るとともに、活動や研修の場を

提供した。

・主な活動

絵本の読み聞かせ、排架作業、講演会、会員懇談会等

・主な研修

絵本の読み聞かせ講座、山形県図書館研究大会への参加

(2)職場体験の受け入れ

インターンシップや若者支援ＮＰＯ、青少年及び一般成人の支援団体が実施する職業体験、就労研

修等を受け入れた。

・上山高等養護学校 8日間（1人） ・村山特別支援学校 15人（1日）

・若者サポートステーション 延べ25人 等

●市民参加の図書館協議会におけるシステム更新による利便性向上の取組について等、図書館に対する意

見や要望等を図書館運営に反映させた。

(1)図書館ボランティアとの協働

図書館ボランティアと協働で図書館運営の充実を図ることができた。またボランティア団体

の活動や研修の支援ができた。

また、創設メンバーが山形を離れるため存続の危機にあった団体（布絵本・布おもちゃを制

作し貸出している団体）に、若手後継者６名が参画し活動を継続することができた。

(2)職場体験の受け入れ

特別支援学校や若者サポートNPOのほか、中堅教員の職場体験も受け入れ、図書館への理解を

深めてもらった。

(1)図書館ボランティアとの協働

図書館ボランティアと協働して図書館を運営し、引き続き「市民参加による図書館運営」に

取り組んでいる。ボランティアの高齢化については、問題意識を共有しており、若手ボラン

ティア育成について図書館ボランティアの統括組織「小荷駄のみどり」と協議している。

(2)職場体験の受け入れ

事前に体験希望者の資質等打ち合わせをすることで、本人が達成感を持ちつつ負担にならない

就労体験を行っていく。
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評価

成　果

課題・
改善案

取組の実施状況

・取組９ 質の高いサービスを支える体制の整備

(1)専門性の向上

山形県図書館研究大会等への参加や内部の職員研修により、職員の資質向上を図った。

・第３９回山形県図書館研究大会

・テーマ 「～想像力と本と図書館と～」

・開催日 令和元年１１月２７日

(2)分館の充実

①資料の貸出・返却、予約資料の受け取りについて、受取館の変更に随時対応するなど、本館と分館

の間のネット ワークの充実を図った。

②霞城分館における防災関連資料の購入など、各分館のニーズ、利用者層、利用資料の傾向、規模等

に応じた蔵書構成を図った。

(3)図書館システムの利便性向上

⇒ 【取組２】ＩＣＴを活用した情報提供の推進

(4)長寿命化に向けた安心・安全な施設環境づくりの推進

①耐震補強工事を実施した。

②屋根改修工事を実施した。

③天井排煙窓開閉オペレーター改修を実施した。

(1)専門性の向上

先進事例の紹介は、今後の図書館運営の参考になった。

(2)分館の充実

①資料の予約者が増加しており、急な予約変更等にも適切に対応するなど利用者の要望に反

映している。

②本館での購入状況も見ながら、各分館のニーズにあった資料を購入し、利用者のリクエス

ト等の要望も反映している。

(4)長寿命化に向けた安心・安全な施設環境づくりの推進

休館日（月曜日）を活用しながら、開館しながらの改修工事を実施することができた。次

年度以降も引き続き、経年劣化による改修を必要とする設備等があるため、できるだけ、休

館せずに工事ができるような改修計画に努める。

(1)専門性の向上

山形県図書館研究会等の講演会は、一般開放も検討する。

(2)分館の充実

①更なる利便性の向上を図るため、本館と分館間で共有ホルダーを活用したリクエストの処

理などネットワークをより強化していく。

②各分館の蔵書構成を充実させるため、限られたスペースで幅広く資料を提供できるよう、

利用者のニーズをより一層把握するよう努めていく。

(4)長寿命化に向けた安心・安全な施設環境づくりの推進

次年度以降も引き続き、経年劣化による改修を必要とする空調・消防設備等があるため、

計画的な改修を行い、コロナウィルスなど感染症に強い図書館をつくる。
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（１）一般を対象にした講座や催し物 
  開催日 行事 内   容 参加人数 

1 
4月20日 
～5月12日 

展示会 
こどもの読書週間事業 
 
やなせなかし生誕100周年「やなせたかしの世界」 

- 

2 5月10日 市民講座 
「絵本の読み聞かせ」 

  講師：竹中淑子 氏 （こどもの本研究所） 
１１人 

3 5月18日 市民講座 

たかのてるこ氏講演会 
「生きるって、なに？自分らしく生きて、自分を好きにな
ろう！」 
講師：たかのてるこ氏（紀行エッセイスト） 
【図書館開館40周年記念事業】 

４３人 

4 5月25日 市民講座 

「若者たちはヤマガタで何を企てているか」 

  講師：滝口克典 氏(ぷらっとほーむ共同代表） 

【小荷駄のみどり出版文化賞受賞記念講演会】 

２２人 

5 6月1日 市民講座 

「第2回よのなか科in山形市立図書館」 

～AI時代に生き残る仕事を創ろう！ 

小学生、中学生、大学生、一般社会人と様々な年代が参加

し、ゲーム感覚で「主体的な学び」を育てるワークショッ

プ 

３２人 

6 
6月7日 

6月21日 
市民講座 

「きいて！うたって！おどっちゃおう！親子でたのしむ絵

本＆ビクス」 

読み聞かせ：くまさんの会 

エアロビクス：渡部留美子氏 

【南部公民館との共催事業】 

２４人 

１４人 

7 7月6日 市民講座 

たのしいおりがみ教室 

「ペンさし」「コインケース」を折る 

講師：後藤晴美（日本折紙協会師範） 

１８人 

8 7月27日 
映画上映

会 

平和の尊さを考える親子映画上映会 

上映作 「この世界の片隅に」（129分 2016年） 

対 象 図書館「貸出カード」を持つ親子 

【山形市立図書館開館40周年記念事業, 

山形市平和都市宣言事業】 

５０人 

9 
8月1日 

～8月25日 
展示会 

戦争と平和の資料展｢永遠の平和を求めて2019｣ 

図書館所蔵図書や「平和の尊さを考える親子映画上映会」

で上映した『この世界の片隅に』の関連資料をはじめ、平

和の尊さを考えるきっかけとなる図書を展示      

【山形市平和都市宣言事業】 

 

10 8月2日 研修会 

山形市学校図書館整理員研修会 

  講師：大場惠子 氏 

   （元山形県学校図書館連絡協議会会長） 

４４人 

11 9月21日 市民講座 

「第3回よのなか科in山形市立図書館」 

～家の窓から未来の日本が見える～ 

小学生、中学生、大学生、一般社会人と様々な年代が参加

し、ゲーム感覚で「主体的な学び」を育てるワークショッ

プ 

１９人 

12 10月24日 市民講座 

「夜の図書館～40周年誕生会」 

東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科の学生がプロ

デュースする図書館の４０周年を祝うバースデーパーティ

ー。図書館の紹介ムービーの上映、バースデーケーキのオブ

ジェ作製、図書館の地下書庫などに眠るお宝資料を発掘する

２３人 

別表 
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クイズなどを実施。 

 コーディネーター：丸山 傑 氏（東北芸術工科大学ｺﾐｭﾆﾃ

ｨﾃﾞｻﾞｲﾝ学科講師） 

【図書館開館40周年記念事業】 

13 

11月9日 

(於:南部公民

館) 

市民講座 

絵本作家 つちだよしはるワークショップ 

 「つちだよしはるさんと絵皿をつくろう！」 

 絵本作家とつちだよしはる氏のワークショップとサイン

会 

【図書館開館40周年記念事業、やまがた教育の日記念】 

２０人 

14 11月30日 市民講座 

「第4回よのなか科in山形市立図書館」～流行る店には理

由がある～ 

小学生、中学生、大学生、一般社会人と様々な年代が参加

し、ゲーム感覚で「主体的な学び」を育てるワークショッ

プ 

１９人 

15 12月7日 市民講座 

たのしいおりがみ教室 

「ねずみ」「サンタクロース」「リース」を折る 

講師：後藤晴美氏（日本折紙協会師範） 

１９人 

16 2月2日 市民講座 

アクティブ・ブック・ダイアローグⓇ（ABD） 

１冊の本を参加者が分担して読み、要約文にまとめる。そ

の後、要約文を壁に張り出し、参加者全体にプレゼン形式

で共有し、その後参加者同士の対話により内容の理解を深

める。新しい読書法 

講 師：Idea partners代表 山本一輝 氏 

２０人 

17 

2月15日 

市民講座 

「あなたが変わる！コミュニケーション力講座」 

コミュニケーションの３要素を理解し、良い人間関係を作

るルールと性格タイプ分けを学び、自他の持ち味を理解し

人間関係を円滑にするワークショップ 

講師:高橋利夫氏(東北コミュニケーション研究所専任教授) 

２６人 

2月22日 ２４人 

18 2月23日 市民講座 

食いしん坊イラストレーター杏耶さんトークショー 

in山形市立図書館 

山形市出身の漫画家・イラストレーター「杏耶」さんのト

ークショー 

【2019市民の出版物展記念事業】 

４４人 
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（２）乳幼児・児童を対象にした催し物 

  行  事 講師・演者など 開催日 参加人数 備   考 

1 
絵本とあそぼう 

（2～4歳） 

おひさま文庫、 

くまさんの会他 
毎週水曜日 

子ども 62人 
  

大 人 65人 

2 
絵本とあそぼう 

（0～2歳） 
加藤桂子氏ほか 毎週木曜日 

子ども 313人 
  

大 人 283人 

3 
おはなしのひろば 

（幼児～小学生） 

「小荷駄のみどり

から・・・」 
第4日曜日 

子ども 61人 
  

大 人 40人 

4 
おはなし会～耳か

らきく読書～ 
ききみみの会 第2土曜日 

子ども 24人 
  

大 人 52人 

5 
べにっこおはなし

のひろば 

「小荷駄のみどり

から・・・」 
第2日曜日 

子ども 232人 
「べにっこひろば」

で開催したお話会 大 人 200人 

6 

絵本とわらべうた

のひろば（2～4

歳） 

海和三枝子 氏、

加藤桂子 氏 

梅津登喜子 氏、

古瀬孝子 氏 

7月7日 

10月6日 

12月1日 

子ども  21人 

大 人  20人 
 

8 
バルーンアートで

楽しもう 
遠藤和男 氏 7月21日 

子ども 20人 風船で動物などを作

る 大 人 11人 

9 
夏休み自由研究相

談会  

相談員：會津謙一

（山形県サイエン

スインストラクタ

ー） 

8月8日 相談者 7人 
夏休みの自由研究の

相談 

10 
夏の怪談・図書館

deきもだめし 

黒木あるじ 氏 

（怪談作家） 
8月9日 

子ども 23人 怪談話と図書館での

きもだめし 大 人 20人 

11 

夏休み読書感想文

の書き方お助け講

座 

図書館職員 8月16日 相談者 2人 
読書感想文の書き方

の相談 

12 
キラキラクリスマ

スコンサート 

山形市役所ウィン

ドアンサンブル 
12月14日 

子ども 28人 クリスマスにちなん

だ楽曲の演奏を楽し

む 大 人 34人 

 
とんとんの楽しい

人形劇 

人形劇サークルと

んとん 
2月8日 

子ども 35人  

大 人 32人  

13 

学校訪問おはなし会 計5校       
 ◇小学校：山五小、山六小、蔵王一小、村木沢小   743人 

◇中学校：山十中     231人 

 



- 21 - 

 

（２）新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

新型コロナウイルス感染症について、山形市立図書館として随時検討しガイドライ

ンなどを参考にしながら令和２年２月より対応をとってきた。 

 

ア これまでの取組対応 

２月 上旬 ・新型コロナウイルス感染症のチラシを館内へ掲示 

・アルコール消毒液の常時設置 

 ２月 下旬 ・予定していた市民講座等のイベントを中止 

・館内利用の一部制限を実施 

① 児童開架：お話しコーナー（閉鎖）、椅子撤去（全部） 

② 参考資料室：２階調べ学習室（閉鎖） 

③ 一般開架：給水機（使用中止）、ゴミ箱（撤去） 

３月 上旬 ・館内利用の一部制限を追加 

① 一般開架：すべての椅子（撤去） 

② 参考資料室：パソコン利用机、インターネット閲覧（使用中止） 

３月 下旬 ・滞在時間の制限（30分）を設けた 

４月 ２日～ 臨時休館  ＊近隣市にコロナウイルス感染者が出たため  

       すべての返却本の消毒開始 

＊ 次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、水で拭き取る。  

 ４月１３日 ・蔵書点検：蔵書点検(5/11～5/21)を前倒しして実施 

５月１９日 ・利用者への一部サービス提供を実施 (各館入り口にて対応) 

      ① 予約本の貸出し（本館・分館） 

      ② 市内放課後児童クラブ等団体へのセット貸出（本館のみ） 

      ③ ｗｅｂ予約に必要なログインパスワードの登録（本館・分館） 

５月２６日 再開館（一部サービスの利用制限） 

     ・すべての入館者の記録と手指消毒・マスク着用のお願い 

・館内での貸出し・返却（滞在時間は３０分程度） 

(カウンターにビニール幕設置) 

※新聞・雑誌の閲覧、調べもの学習室の利用はできない。 

６月 ９日 サービスの制限を一部緩和 

① 滞在時間を３０分程度から１時間程度に延長 

②  インターネットパソコン利用の再開（本館のみ） 

③  書籍に関する短時間の相談業務（本館・分館） 

④  新聞・雑誌の閲覧の再開（本館・分館） 

⑤  参考資料室１階テーブル席の利用の再開（本館のみ） 

７月    中止していたイベントを再開 

① 絵本とあそぼう（0～2歳、2～4歳）毎週木曜日 ※第 5木除く 
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② 絵本とわらべうたのひろば      （7/5開催） 

③ おはなし会 ～耳から聞く読書～    （7/11開催） 

④ 市民講座「江戸の山形 名所を歩く」  （7/18開催） 

⑤ 市民講座「野菜づくりのコツと裏ワザ」（7/25開催） 

⑤ おはなしのひろば          （7/26開催） 

 

イ 閉館中の業務 

４月２日から５月２６日に再開館するまでの閉館期間中、以下のことを実施した。 

① ポスト返却以外の、ＣＤやセットまんがの返却対応、返却本の処理・除菌作業を

行った。 

② 蔵書点検(5/11～5/21)を前倒しして、4/13から実施した。 

③ 電話やメールによるレファレンス対応を行った。 

④ 地下書庫の整理やブラウジングを含め、開架のレイアウトを見直した。 

⑤ 市内放課後児童クラブ等団体へのセット貸出を行った。（本館のみ） 

 

 

ウ 開館後の利用状況 

                             ※Ｒ２年７月末現在 

  ５月 ６月 ７月 計 

Ｒ２ 
利用者数 4,428人 12,354人 14,006人 30,788人 

貸出冊数 22,922冊 59,514冊 67,768冊 150,204冊 

Ｒ１ 
利用者数 15,943人 17,176人 16,981人 50,100人 

貸出冊数 75,815冊 82,844冊 81,268冊 239,927冊 

前年比較 

（R2－R1） 

利用者数 11,515人減 4,822人減 2,925人減 19,312人減 

貸出冊数 52,893冊減 23,330冊減 13,500冊減 89,723冊減 

 

【参考】県立図書館の主な対応 

      ３月 中旬  館内利用の一部制限を実施 

３月２８日～ 休館 

５月１２日  再開館（一部サービスの制限） 

来館確認カード（体調等チェック）の記入、マスク着用、 

検温、手指消毒 

６月 ２日   サービス制限の一部緩和 

 

＊現在は、ほぼすべてのサービスが利用可能 

（対面朗読室の利用は制限継続） 



生涯学習の推進

市民の主体的学習を支援する図書館運営

基本施策5 生涯学び、人と地域とかかわり、よりよい社会を築く人づくり

施策

5-2

■取組１　市民の立場に立った図書館サービスの充実

■取組２　ＩＣＴを活用した情報提供の推進

令和２年度　運営方針

   令和２年度の図書館事業について （案）　　協議

「山形市教育大綱」及び「山形市教育振興基本計画」に基づき、「生涯学び　人や地
域とかかわり　よりよい社会を築く人づくり」を目指します。
また、山形市立図書館基本方針に基づき、生活の充実、地域課題や生活課題への市民
の主体的学習を支援するため、多様な資料・情報の充実に努め、身近な情報拠点、地
域文化の創造の場としての図書館、さらに市民とともにさまざまな企画や図書館運営
を図ることにより、市民のニーズを反映し、市民からより一層親しまれる図書館を目
指します。
　また、今年度初め、新型コロナウィルス感染症の影響で休館した経験を活かし、感
染症に強い図書館を目指します。

１　基本的方向性

２　山形市教育振興基本計画における施策の展開

　３　具体的取組

施策の方向2

近年、登録利用者数、貸出利用数ともに減少傾向にあることから、幅広い年代を取り込み、利

用の拡大を図るための工夫、企画を行う。

また、図書館に求められる役割が、従来までの「借りる・読む・調べる」にとどまらず、利用

者や地域の「課題解決に役立つ情報拠点」へと変化してきていることから、これに応える図書館

づくりを推進する。

⑴児童・青少年向け資料の充実

児童・青少年用資料の収集に努め、児童書コーナー、ヤングコーナーの充実を図る。

また、青少年の進路選択に役立つ資料の収集に努める。

⑵高齢者向け資料の収集と館内環境の整備

①高齢者が利用しやすい大活字資料や録音図書資料の収集に努める。

また、高齢者が分かりやすく手に取りやすい本の配置と環境の整備に努める。

②高齢者や周りの家族にとって関心の高い趣味や医療・介護・福祉等の資料の収集に努める。

⑶来館困難者への資料提供

団体貸出を通して、老人福祉施設や障がい者福祉施設に入所されている方への資料提供を行う。

⑷多言語資料の収集と案内掲示

①外国人とのコミュニケーション等に役立つ英語や、諸外国語の会話集等の資料の収集に努める。

⑴インターネット予約サービスの利便性向上

インターネットによる図書館資料予約サービスの普及を促進していくとともに、より利便性の高いシス

テムの構築に努める。

⑵メール・レファレンスサービスの普及

電子メールによるレファレンスサービスの普及を図り利用の拡大に努める。

⑶オンラインデータベースを活用した情報提供

法令情報や官報情報などのオンラインデータベースを活用した情報提供を行う。
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■取組４　多様な学習の機会や活動・発表の場の提供 （別表参照）

■取組３　資料の収集・整備・保存とその提供の充実

⑴蔵書管理と収蔵スペースの有効活用

①提供できる資料について、市民ニーズや資料収集方針に基づき、適切な質・量の確保に努めるととも

に、限られた収蔵スペースの有効活用を図る。

②除籍した資料の有効活用のため、図書リサイクルで学校、保育園、幼稚園などの施設や各種団体、市

民へ提供する。

⑵郷土資料の収集と提供

郷土に関する資料等の発行情報の把握に努め、図書、雑誌、パンフレット、チラシ、音声・映像資料等

を幅広く収集し提供する。

⑶地域課題解決の取組支援

①山形市、山形県で発行している行政資料や地図等を収集し提供する。

②起業、資格取得や就労等を支援していくための資料を収集し提供する。

③子育て、教育、医療、健康、福祉、まちづくり等の市民生活や地域を豊かにするための資料を収集し

提供する。

⑷レファレンスサービスの向上と充実

①レファレンスニーズに対応できる資料の整備や、研修等による専門能力の向上を図り、サービスの向

上と充実に努める。

②国立国会図書館レファレンス協同データベース、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信

サービス並びに法令情報や官報情報などのオンラインデータベースを活用し、レファレンスサービス

の充実に努める。

③求められる情報に関して、その情報源となる人若しくは機関、組織を知らせるレフェラルサービスの

提供に際し、必要な情報源の整理に努める。

⑸視聴覚資料の提供

児童・青少年健全育成、地域福祉をはじめ、社会教育に役立つ視聴覚資料を、地域で活動する社会教育

団体等へ提供する。

⑴講座・講演会の開催

郷土の歴史や身近な社会問題など市民のニーズに応える各種講座や、文字・活字文化の日、読書週間に

あわせた講演会、郷土出身の作家等を招いた講演会を企画、開催する。

⑵幼児・児童向け事業の充実

幼児・児童向けに開催している「絵本とあそぼう」「おはなしの広場」「耳から聞く読書」「絵本とわ

らべうたの広場」などのおはなし会のほか、「紙芝居を楽しむ会」「人形劇を楽しむ会」「バルーンアー

トを楽しむ会」「ミニコンサート」などのイベントを現在実施しているが、今後も幼児・児童が絵本や物

語に親しむ事業の充実を図る。

⑶展示会の開催

読書への関心を高めるため、展示ホールや玄関展示コーナーを活用し、読書週間、教育・文化週間にあ

わせて実施する資料展示、山形市平和都市宣言事業として戦争と平和に関する資料の展示会、毎年、数多

く出版される郷土の出版物等の展示会をはじめ、開催する講座・講演会のテーマに沿った内容のほか、時

宜にあったテーマの展示会等を企画、開催する。

⑷事業実施における図書館ボランティアとの協働

上記の各種講座・講演会、乳幼児・児童向け事業、展示会等の企画・運営に際しては、図書館ボラン

ティアと協働で行う。

以上のとおり各種イベントを行うが、３密を避けることを前提に、最も効果的なやり方を探る。
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■取組５　子どもの年齢に応じた図書館サービス

■取組６　学校図書館との連携と学校教育活動への支援

■取組７　広報・広聴及び情報発信の充実

⑴乳幼児向け資料の充実と事業の展開

①乳幼児や児童向けの絵本、児童図書、紙芝居等を収集し、内容を充実させる。

②おはなし会や読み聞かせなどの事業を通し、乳幼児の読書活動の推進に努める。

③事業の実施に際しては、図書館ボランティアの協力を得ながら、参加しやすい雰囲気づくりに努める。

⑵幼稚園・保育所等への資料提供と読み聞かせの実施

①幼稚園・保育所等へ団体貸出により資料を提供する。

②園児に図書館利用の楽しさを感じとってもらえるよう、図書館見学などを受け入れる。

③幼稚園・保育所等からの依頼により、職員が図書館ボランティアの協力を得て訪問し、読み聞かせを

開催する。

⑶子育て支援に役立つ資料の提供

①乳幼児向けの絵本を紹介したパンフレット「絵本とあそぼう」を作成して、1歳6ケ月検診の受診時に

配付し、小さい頃から本に触れる楽しさを感じる環境づくりに努める。

②児童書等を紹介する本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の内容充実に努める。

⑴学校図書館の運営支援

①学校図書館の運営を支援するため、図書整理員研修会を開催する。

②学校を訪問し、学校図書館の運営の工夫や課題、児童生徒の委員会活動について、情報交換や助言等

の支援をする。

⑵学習支援の推進

①児童生徒の学習支援のため、学校からの依頼に基づき教科等のテーマに応じた資料を選定し、団体貸

出により提供する。

②夏休み自由研究相談会を開催するほか、自由研究のテーマ選定や研究の進め方などに役立つ図書を展

示するなど、児童生徒の自主的な学習を支援する。

③学校との共催による学校訪問おはなし会を、図書館ボランティアの協力を得て実施する。

⑶職場体験学習等の受け入れ

①中学校2年生の職場体験学習をはじめ、児童生徒の職場体験や就業体験を受け入れる。

②小学校のまち探検や社会科見学、中学校の社会科学習等の図書館見学受け入れをとおし、図書館への

理解と児童生徒の利用促進を図る。

⑷「としょかんＫｉｄｓ」の発行と学校との協力

本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」の発行に際しては、学校の協力のもと児童・保護者らのお気に入りの

本を紹介する記事の掲載や、季節毎のテーマで児童書を紹介し、学校に校内掲示を依頼し、児童らの図書

館利用促進に努める。

⑴図書館だよりの発行

①「図書館だより べにばな」を発行し、利用案内、催し物の開催、図書館ボランティアの活動状況等

の情報提供を行う。

②本の新聞「としょかんＫｉｄｓ」を発行し、児童書の紹介を通して児童生徒の図書館利用の促進を図

る。

⑵広報やまがた・市公式ホームページを通した情報提供

①「広報やまがた」を活用し、催し物の開催や図書館利用に関する情報提供を行う。

②山形市公式ホームページ「なんたっすやまがた」を活用し、利用案内や催し物開催等の情報提供を行

う。

③図書館ホームページの内容を充実させ、蔵書案内、新着資料案内、催し物開催等の情報提供を行う。

⑶利用者アンケートの実施

利用者アンケートを実施し、利用者の属性や図書館利用に関する意向・要望等の把握に努め、その結果
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■取組８　市民参加による図書館運営

■取組９　質の高いサービスを支える体制の整備

⑴図書館ボランティアとの協働

図書の整理・修理、読み聞かせ、独自事業の企画などを行う図書館ボランティアと協働し、図書館運営

の充実を図るとともに、展示会や講座等開催など活動の場を提供する。

⑵職場体験の受け入れ

インターンシップや若者支援ＮＰＯ、青少年及び一般成人の保護組織が実施する、職業体験、就労研修

等を受け入れる。

⑴専門性の向上

①館内研修の実施や、他団体等が開催する研修等への参加により、職員の資質向上に努める。

②司書資格のある職員の増員を目指す。 ＊令和２年度は２名である。

③司書職の採用について実施に向けた検討を進める。

⑵分館の充実

①資料の貸出・返却、予約資料の受け取りなど、本館と分館間のネットワークの充実に努める。

②各分館のニーズ、利用者層、利用資料の傾向、規模等に応じた蔵書構成に努める。

⑶図書館情報システムの利便性向上

現在のシステムの見直しを行い、利用者にとってより利便性の高い図書館情報システムの構築を目指す。

⑷長寿命化に向けた安全・安心な施設環境づくりの推進

施設の老朽化に伴う、計画的な改修を以下のとおり実施し、利用者が安全・安心に利用できる施設の環

境づくりに努める。

①空調設備改修設計委託（Ｒ３～４にかけて空調設備の改修工事を行う予定）

②消防設備改修設計委託（Ｒ３に消防設備の改修工事を行う予定）

(5)感染症対策の徹底

①すべての入館者の記録とマスク着用・手指消毒のお願いを継続する。

②すべての返却本の消毒・水拭き作業を継続する。

③本館・分館に図書消毒器を導入する。

④本館に予約本２４時間受取ボックスの設置を検討する。
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令和 2年度 山形市立図書館予定表                 別表（令和 2年 7 月 31日現在） 

月 行事 展示ホール 
玄関展示・特集・児童

特集 

図書館だより 

図書館kids 

整理休館等 

(全館、本館の別) 

4月 ※新型コロナウイルス感染防止のため臨時休館

（4月2日―5月25日） 

 図書館だより春号休刊 

図書館Kids 15日発行 

1日 

全館 

5月  玄 井上ひさし 

特 ビジネス（通年） 

特 館長おすすめ本 

特 感染症予防 

  

6月   玄 井上ひさし 

特 パワハラ防止 

児 追悼田畑誠一 

特 短歌 

 26日 

本館 

7月 18日（土）10:00-12:30 

市民講座 散策「江戸の山形名所を歩く」 

     参加者１２名 

講師 安孫子博幸氏   

25日（土）10:30-12:00 

市民講座「野菜つくりのコツと裏ワザ講座」 

     参加者１２名 

講師 農文協 渡辺紗恵子氏  

 玄 SDGｓの本 

特 スマホの使い方 

特 芥川賞・直木賞 

児 夏休み自由研究 

児 夏の本 

15日発行 31日 

本館 

8月 4-5（火・水）10:00-15:00 

「読書感想文おたすけ講座」 

講師 佐藤紀之氏  

29日（土）10:30-11:30 

「たのしいおりがみ教室（カゴ・ペンギン）」 

講師 後藤晴美氏 

 玄 戦争と平和 

特 夏の怪談 

児 平和ってなんだろう 

 28日 

本館 

9月 下旬  

市民講座「山形の温泉がもっと好きになるとってお

きの話」 講師 伊藤博美氏 

     ＊小荷駄のみどり共催事業 

 

 

玄 戦争と平和 

特 自殺予防  

児 スポーツの本 

 25日 

本館 

10月 下旬 

「夜の図書館」東北芸工大プロデュース 

  

  15日発行 30日 

全館 

11月   

 

 27日 

本館 

12月 12日(土) 10:30-11:15 

「キラキラクリスマスコンサート」 

市役所ウィンドアンサンブル  

 児 クリスマスの絵本 

特 校給食の本  

 

 28-31日 

全館 

1月   玄 ボランティア 

児 牛の本 

特 芥川賞・直木賞 

 

15日発行 1-3日 

全館 

29日 

本館 

2月 9日(土) 10:30－11:30 

「とんとんの楽しい人形劇」 

    人形劇サークルとんとん 

市民の出版物

展2020 

(2/20-3/21) 

玄 ボランティア 

児 冬の本 

 26日 

本館 

3月   玄 市民の出版物展 

特 こころの本 

(村山保健所依頼) 

特 郷土の本 

児 春の本 

 26日 

本館 
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市立図書館ボランティア「小荷駄のみどりから・・・」との乳児・児童向け定例共催事業 

（コロナウイルス感染拡大防止のため、4～6月は中止し７月から再開） 

 

・絵本とあそぼう   

毎週（水）全72回  

   0～2歳児 午前10時30分～11時 

2～4歳児 午前11時15分～11時15分 

＊７月２日より再開 

・おはなし会～耳からきく読書～  

月1回（土）全9回   午後 3時00分～3時30分 

＊７月１１日より再開 

・おはなしの広場  

 月1回（日）全9回  午前10時30分～11時 

＊７月２６日より再開 

・絵本とわらべうたのひろば 

 夏・秋・冬 全3回  午前10時30分～11時30分 

＊７月５日より再開 

・べにっこおはなしの広場    

月1回（日）べにっこひろばで午前10時30分～11時 

 ＊再開は未定 

 


