
令和３年度 第２回 あわら市図書館協議会 
 

日 時 令和４年２月 17 日（木） 

午後２時～ 

場 所 金津本陣 IKOSSA３階大ホール 

 

会議次第 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 協議事項 

令和３年度図書館事業報告（１月末現在）について 

 

４ その他 

（1）令和３年度特集展示 

（2）図書館 Instagram開設 

（3）令和４年度資料収集基準 

（4）県内他図書館との比較 

 

５ 閉 会 
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令和３年度図書館事業経過報告 

１ 蔵書統計 

（令和３年４月１日～令和４年１月31日） 

金津図書館 令和３年度 令和２年度 増 減 

(1)蔵書数（令和４年１月31日現在） 101,533冊 96,699冊 4,834冊 

一 般 書 63,479冊 59,671冊 3,808冊 

（うち郷土資料） （ 8,124冊） （ 7,824冊） （ 300冊） 

児 童 書 36,813冊 35,800冊 1,013冊 

視 聴 覚 資 料 1,241点 1,228点 13点 

(2)受入冊数（雑誌を含む） 4,832冊  3,438冊 1,394冊 

(3)除籍冊数 117冊 94冊 23冊 

 

 

芦原図書館 令和３年度 令和２年度 増 減 

(1)蔵書数（令和４年１月31日現在） 67,354冊 66,475冊 879冊 

一 般 書 42,579冊 41,632冊 947冊 

（うち郷土資料） （ 6,638冊） （ 6,503冊） （ 135冊） 

児 童 書 24,134冊 24,227冊 △93冊 

視 聴 覚 資 料 641点 616点 25点 

(2)受入冊数（雑誌を含む） 1,749冊  2,237冊 △488冊 

(3)除籍冊数 1,145冊 912冊 233冊 

 

 

 

２ 利用状況 

（令和３年４月１日～令和４年１月31日） 

金津図書館 令和３年度 令和２年度 増 減 

登録者数（令和４年１月31日現在） 8,632人 8,343人 289人 

貸出冊数 91,929冊 76,922冊 15,007冊 

貸出人数 21,732人 17,605人 4,127人 

来館者数 34,498人 27,022人 7,476人 

レファレンス数 456件 408件 48件 
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芦原図書館 令和３年度 令和２年度 増 減 

登録者数（令和４年１月31日現在） 4,723人 4,628人 95人 

貸出冊数 40,971冊 38,958冊 2,013冊 

貸出人数 7,597人 7,518人 79人 

来館者数 10,959人 10,666人 293人 

レファレンス数 48件 214件 △166件 

 

※令和２年４月25日～５月10日は新型コロナウイルス感染症対策のため休館した

が、令和３年は休館しなかったため増加 

 

 

３ 活動及び行事 

【金津図書館】 令和４年１月31日現在 

活 動・行 事名 期日・期間 行 事 内 容 
参加数 

（昨年比） 

おはなしホイホイ 
毎月第１～ 

第３土 

童話の会による絵本や紙芝居の

読み聞かせ･手あそび他 

168人 

（61人） 

職員によるおはなし会 

いこっさ！おはなしの森 

（９月～名称変更） 

毎月第４土 
職員による絵本や紙芝居の読み

聞かせ・手あそび他 

66人 

（56人） 

読み聞かせボランティア

講座 
７月７日 

ボランティアのための読み聞か

せ講座 

13人 

（３人） 

工作教室 ８月７日 ダンボ－ルからくり工作 14人 

文化講座 11月14日 

元漢字カリキュラム作成委員・水

間貴子氏による「楽しく学ぼうが

漢字の成り立ち－白川文字学を

通して－」 

14人 

（△18人） 

ホイホイクリスマス会 12月４日 

おはなしホイホイのボランティ

アの皆さんによるミニクリスマ

ス会 

61人 

工作教室 12月５日 干支「寅」の置物作り 14人 

ブックトーク 別  記 
金津地区の小学校全クラスで実

施 

763人 

（262人） 
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読み聞かせ 別  記 
子どもクラブ・小学校・来館者に

実施 

170人 

（162人） 

こども園おはなし会 別  記 
金津こども園、伊井こども園へ出

張おはなし会 
416人 

団体貸出 随 時 
金津地区の小学校・こども園・子

どもクラブなど 
26ヵ所 

童話の会 毎月第２土 例会（名作童話を読む母の会） 
55人 

（12人） 

胡桃の会 毎月第４土 例会（読書会） 39人 

あわらおはなしの会 毎月第４土 ストーリーテラーの養成 
36人 

（14人） 

図書館見学 別  記 小学２、３年生生活科校外学習 
322人 

（93人） 

 

 

 

 

【芦原図書館】 令和４年１月31日現在 

活 動・行 事名 期日・期間 行 事 内 容 
参加数 

（昨年比） 

おはなし会 毎月第３土 

わくわくＢＯＸによる絵本や紙

芝居の読み聞かせ・手あそびな

ど 

127人 

（△８人） 

工作教室 ７月31日 
レインボーカラーの芳香剤を作

ろう 
10人 

こどものつどい 11月14日 人形劇・ダンボールシアター 14人 

工作教室 12月5日 
ホログラムシートで光の万華鏡

を作ってあそぼう 
20人 

読み聞かせボランティア

講座 
12月15日 

ボランティアのための読み聞か

せ講座（初級） 
３人 

ブックトーク 別 記 
北潟小学校・本荘小学校全クラ

スで実施 

234人 

（267人） 

団体貸出 随 時 

芦原地区小学校・こども園・子

どもクラブ・子育て支援センタ

ー・公民館・新郷小学校を考え

る会・シルバー人材センター 

16ヵ所 

（２ヵ所） 

読み聞かせ 別 記 こども園に実施 
68人 

（60人） 

ふたば読書会 毎月第２水 例会（読書会） 20人 
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（２人） 

わくわくＢＯＸ 毎月第３土 
例会（こどもと本を楽しむわく

わくＢＯＸ 

42人 

（△10人） 

図書館見学 別 記 小学２年生生活科校外学習 
11人 

（△７人） 

 

 

 

【共通】 令和４年１月31日現在 

活 動・行 事名 期日・期間 行 事 内 容 
参加数 

（昨年比） 

ブックスタート 毎月第２木 「もぐもぐ教室」開催時に実施 
73人 

（△26人） 

子育て支援センター読み

聞かせ 
毎月第１金 

子育て支援センター来所者の親

子に読み聞かせ 

213人 

(76人) 

図書館だより 
年 ３ 回 

※R３年 

７月､12月発行済 

小学生向けの機関紙の発行  

古雑誌の販売 
年 ２ 回 

※R３年 

４月、10月 

保存期限のきれた雑誌販売  
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別 記 

ブックトーク・読み聞かせ活動日 

 

【金津図書館】 

 ブックトーク活動日  

11月 ９日 細呂木小１年生、５年生、６年生、特別支援学級 

 10日 細呂木小２年生、３年生、４年生 

 16日 金津東小３年生、４年生、６年生 

 17日 金津東小１年生、２年生、５年生 

 24日 伊井小全学年 

１月 18日 金津小１年生、４年生、５年生 

 20日 金津小３年生 

 25日 金津小２年生、６年生、 

 

 

 

 読み聞かせ活動日  

金津こども園 毎月１回 

伊井こども園 毎月１回（６月～） 

図書館職員によるおはなし会 毎月１回 

（「いこっさ！おはなしの森」に名称変更 ９月～） 

 ８月 ４日 伊井子どもクラブ 

 11月 ２日 はじめての図書館（子育て支援センター） 

 12日 本荘小２年生 

 26日 伊井小２年生 

 30日 細呂木小２年生 

 12月 １日 金津小２年生 

 16日 芦原小２年生 

 

 

 

 図書館見学  

 ９月 30日 金津小３年生 

 11月 ２日 はじめての図書館（子育て支援センタ－） 

 12日 本荘小２年生 

 26日 伊井小２年生 

 30日 細呂木小２年生 

 12月 １日 金津小２年生３組 

 ３日 金津小２年生１組、２組 

 15日 金津東小２年生 

 16日 芦原小２年生 
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【芦原図書館】 

 ブックトーク活動日  

 11月 ４日 北潟小５年～６年生 

 ５日 北潟小１年～４年生 

 17日 本荘小１年～４年生 

 18日 本荘小５年～６年生 

 

 

 読み聞かせ活動日  

 10月 22日 あわら敬愛こども園４歳児 

 27日 あわら敬愛こども園３歳児 

 11月 26日 あわら敬愛こども園５歳児 

 30日 あわら敬愛こども園３歳児 

 12月 14日 あわら敬愛こども園２歳児 

 14日 あわら敬愛こども園４歳児 

 

 図書館見学  

 ６月 15日 芦原小２年生 
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その他 

（１）令和３年度特集展示（令和４年１月末まで） 

 

【金津図書館】 

〈児童・ヤングアダルト向け〉 

特 集 名 展示期間  

エリックカール特集 ５月28日～７月４日 

課題図書 ６月23日～８月26日 

８に関する本（８周年） ７月４日～７月16日 

図書館だよりで紹介した本（夏） ７月16日～８月12日 

夏休みお助け本 ７月16日～９月14日 

クスッと笑える本 ８月13日～10月20日 

さまざまな秋 ９月４日～11月30日 

旅にでたくなる本 10月20日～11月16日 

クリスマス 11月16日～12月25日 

寒いだけの冬・・じゃない！ 12月１日～２月２日 

図書館だよりで紹介した本（冬） 12月26日～１月10日 

若い人に贈る読書のすすめ １月１日～２月20日（予定） 

moe 絵本大賞 ベスト30 １月10日～２月20日（ 〃 ） 

バレンタイン（チョコレート） １月11日～２月15日（ 〃 ） 

 

〈一般向け〉 

特 集 名 展示期間  

こんな本あります ４月１日～５月22日 

本屋大賞 ４月15日～６月11日 

よく出張に行く本 ５月23日～６月18日 

直木賞・芥川賞 ６月11日～９月１日 

小説の花々 ６月19日～８月９日 

防災 ８月９日～９月２日 

敬老の日 ９月２日～９月22日 

アルツハイマー ９月15日～９月21日 

SDGｓ ９月22日～10月13日 

小説福袋 10月13日～11月28日 

さあ！おそうじ おそうじ！ 11月９日～12月４日 
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年末年始を快適に 11月28日～12月４日 

人権特集 12月４日～12月21日 

 

【芦原図書館】 

〈児童・ヤングアダルト向け〉 

特 集 名 展 示 期 間 

やねよ～りた～かいこいの～ぼ～り～ ４月６日～５月２日 

推奨図書 ４月11日～６月27日 

梅雨いろいろ ５月６日～６月27日 

七夕 ５月29日～７月８日 

国際ソロプチミスト寄贈本 ６月27日～７月21日 

夏がやってくるよ！！ ６月27日～８月21日 

読書感想文はお早めに ７月９日～８月26日 

夏休みのお助け本 ７月21日～８月26日 

図書館だよりで紹介した本（夏） ８月３日～８月26日 

読書の秋 ８月21日～11月11日 

ワンニャン特集 ８月26日～９月16日 

「ハロウィン」魔女とカボチャ ９月16日～10月31日 

みんなが大好きなクリスマス 11月11日～12月26日 

冬本番！ 11月25日～２月３日 

寅 １月４日～２月３日 

 

〈一般向け〉 

特 集 名 展 示 期 間 

旅立ち ４月１日～４月22日 

本屋大賞受賞作品一覧 ４月23日～５月26日 

雨の日に読む ５月27日～６月23日 

涼しい本 ６月24日～７月24日 

芥川賞・直木賞候補 ６月11日～８月31日 

怪談奇談 ７月24日～８月26日 

防災 ８月27日～９月29日 

敬老の日・アルツハイマーを知ろう ９月10日～10月８日 

食欲の秋 ９月30日～11月５日 

温泉特集 11月６日～11月24日 
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瀬戸内寂聴さん追悼コーナー 11月13日～１月４日 

人権特集 11月26日～12月14日 

おうちに緑を 12月15日～１月11日 

365日の本 １月12日～２月１日 

芥川賞・直木賞候補 12月20日～２月28日（予定） 

本屋大賞候補 １月15日～４月30日（ 〃 ） 

 

 

（２）図書館 Instagramの開設 

図書館の利用促進・情報発信に力を入れるため、あわら市図書館 Instagram を

開設しました。 

〈アカウント名〉 

＠awara_city_library 

〈発信内容〉 

図書館の利用案内、催しの案内と様子、特集、 

おすすめ本などを随時発信する。 

〈Instagram投稿〉 
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（３）令和４年度資料収集基準 

（令和４年４月１日摘要） 

館 名 収 集 基 準 

芦原図書館 ◎児童書 

・読書に親しんでもらえるよう、福井県教育委員会の

「子どもの成長段階に応じた推奨図書リスト（幼児

編、小学生編、中学・高校生編）」に重点をおいて収

集する。 

 

◎一般書 

・税金・法律・経済系の資料で、内容が古いものが多い

ため、内容の新しい本を収集する。 

・利用の多い文学書を収集する。 

金津図書館 ◎児童書 

・読書の楽しみの発見と読書習慣の形成・継続を促すた

め、福井県教育委員会の「子どもの成長段階に応じた

推奨図書リスト（幼児編、小学生編、中学・高校生

編）」を中心に基本図書や教科書に掲載された本を収

集する。 

・幼少期からデジタル媒体に触れる機会が増えたため、

関連本を収集する。 

 

◎一般書 

・旅行や園芸に関する資料で、内容の古いものが多いた

め、内容の新しい本を収集する。 

・ビジネス支援関連本（企業・創業・就職活動に役立つ

もの）を収集する。 

・ネット、リモート会議等の関連本（アプリ、ＰＣ・ス

マホ・タブレット）を収集する。 

あわら市図書館資料収集方針に基づく 
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R3.4.1現在

人口 蔵書数 １人当たり 貸出冊数 １人当たり 図書費 １人当たり

人 冊 冊 冊 冊 円 円

あわら市 （2 館） 27,063  168,849 6.2 114,624 4.2 6,000,000 221.7 70 (53)

福 井 市 （5 館） 259,557  1,241,588 4.8 954,734 3.7 48,828,000 188.1 735 (546)

敦 賀 市 （1 館） 63,446  270,021 4.3 227,388 3.6 13,000,000 204.9 197 (182)

小 浜 市 （1 館） 28,106  195,612 7.0 68,058 2.4 5,360,000 190.7 66 (66)

大 野 市 （1 館） 30,299  215,646 7.1 102,126 3.4 8,300,000 273.9 105 (90)

勝 山 市 （1 館） 21,955  147,364 6.7 102,458 4.7 5,800,000 264.2 76 (58)

鯖 江 市 （1 館） 68,597  356,285 5.2 253,516 3.7 15,410,000 224.6 229 (129)

越 前 市 （2 館） 80,217  558,832 7.0 425,882 5.3 18,810,000 234.5 316 (224)

坂 井 市 （4 館） 87,747  649,435 7.4 591,100 6.7 24,000,000 273.5 486 (462)

永平寺町 （3 館） 18,895  164,223 8.7 98,818 5.2 7,100,000 375.8 100 (91)

越 前 町 （4 館） 19,671  213,105 10.8 77,491 3.9 7,075,000 359.7 63 (56)

 ※蔵書数、個人貸出冊数、図書費には ＡＶ資料、雑誌は含まれていません。

蔵書数（Ｒ３.３月末） 個人貸出冊数（Ｒ２） 図書費（Ｒ３予算）
雑誌受入種数

（うち購入数）

(4) 県内他図書館との比較

市町名（図書館数）
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