
  

平成２７年度 豊川市図書館の事業報告 

 

１ 図書館サービスの向上 

(ｱ) 「子ども読書活動推進計画」に基づき、うち読ノートの配布、図書館検定の

実施など子どもの読書活動の推進に係る各種取り組みを行いました。 

(ｲ) 豊川市図書館のこれからの在り方についてまとめた、「豊川市図書館基本計

画」に基づき、図書館運営を行いました。 

(ｳ) 本の修理ボランティア養成講座を行うとともにボランティア制度を確立しま

した。 

  

２ 図書館資料の購入等について 

   幼児から高齢・障害者まで、幅広い利用者の資料要求に応えるため、総記から

文学に渡り、各分野の一般書及び児童書について、幅広く図書館資料を収集しま

した。 

   また、参考図書、郷土資料、大活字本等及び視聴覚資料等も購入しました。 

(ｱ) 図書館資料 

区  分 購入等冊数 

一 般 書 １４，４４２冊（寄贈３３５冊含む。） 

児 童 書 ４，６３１冊（寄贈 ３４冊含む。） 

小 計   １９，０７３冊（寄贈３６９冊含む。） 

視聴覚資料 ２１６点 

合 計 １９，２８９冊/点（寄贈３６９冊含む） 

 (ｲ) 雑誌の購入                               ２４４誌 

   ａ 一般用雑誌（月刊誌、週刊誌）         ２１８誌 

   ｂ 児童用雑誌（月刊誌、週刊誌）        ２６誌 

  (ｳ) 新聞の購入 

    朝日、毎日、中日、読売、産経、日本経済、静岡、東愛知、東日 

    中日スポ－ツ、ジャパンタイムズ、日経流通、中部経済、日刊工業 

    朝日小学生新聞 

(ｴ) 政府刊行物等 

    官報、衆議院会議録、参議院会議録、愛知県公報 

 

３ 蔵書冊（点）数 

  (ｱ) 図書館資料 

区   分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

一  般 書 ３７５，３４８冊  ３６３，６７３冊  ３．２％  

児 童 書 ９３，９６６冊  ８９，８７４冊  ４．６％  

資料１ 



  

計 ４６９，３１４冊  ４５３，５４７冊  ３．５％  

視聴覚資料 １３，２８６点  １３，０２５点  ２．０％  

合   計 ４８２，６００冊/点 ４６６，５７２冊/点 ３．４％  

 

４ 図書館資料の利用状況 

  (ｱ) 来館者数 

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

来館者数 ４５７，１２８人  ３９７，８２０人  １４．９％  

開館日平均   １，５５５人    １，４２６人  ９．０％  

開館日数     ２９４日      ２７９日  ５．４％  

  (ｲ) 登録者数(全館累計) 

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

一 般 ９３，４７０ 人   ８９，８４３ 人 ４．０％  

児  童  １１，４１５ 人  １１，７８８ 人 △３．２％  

団  体     ８０９団体     ７６８団体 ５．３％  

計 １０５，６９４人 １０２，３９９ 人 ３．２％  

(ｳ) 利用者数                                       

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

一 般 １５８，５４３人 １５５，３７８人 ２．０％ 

児 童 ７１，１３２人 ６６，３８９人 ７．１％ 

視聴覚 ２３，０８４人 ２２，８２６人 １．１％ 

計 ２５２，７５９人 ２４４，５９３人 ３．３％ 

 (ｴ) 貸出冊（点）数 

   ａ 個人 

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

一 般 ６１０，６０６冊 ６０６，７３７冊 ０．６％ 

児 童 ３２９，８１６冊 ３０４，２７６冊 ８．４％ 

視聴覚資料 ４１，９８５点 ４１，５２５点 １．１％ 

計 ９８２，４０７冊/点 ９５２，５３８冊/点 ３．１％ 

   

    ｂ 団体  

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 



  

貸出冊数 ３７，７７８冊 ３４，０９２冊 １０．８％ 

    ｃ 公民館等予約配送サービス(中央のみ) 

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

貸出冊数 ７８，５５７冊 ７０，８５５冊 １０．９％ 

    ｄ 合計貸出冊（点）数 

区 分 平成２７年度 平成２６年度 対前年度増減率 

貸出冊数 １，０９８，７４２冊 １，０５７，４８５冊 ３．９％ 

 

５ 図書館活動   

(ｱ) 行  事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

「子ども読書の日」の

つどい 

４／１０(金) 大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、

手作りあそび、手づくり絵本教室な

どを実施。協力：ボランティア８団体 

２４６名 ４／１１(土) 

４／１２(日) 

新規「赤ちゃんひろ

ば」 

５月～毎月

第２金曜日 

育児情報の提供と親同士の情報交

換のための交流の場 
６２６名 

絵本で子育て楽しん

でみませんか 

６／ ５(金) 「絵本の選び方」 ４５名（２３組） 

６／１６(火) 「育児絵本の作り方」 ４５名（２３組） 

６／２５(木) 「絵本を使っての歌･遊び」 ４５名（２３組） 

全３回 
講師：子育てネットワーカー 

会場：中央図書館 
１３５名（６９組） 

夏の朗読会 ７／ ５(日) 

豊川朗読の会による少年少女向け

の古事記や「原発難民の詩」などの

朗読 

２６名 

七夕まつり 
６／２７(土) 

～７／７（火） 

短冊に願い事を書いてもらい、児童

コーナーへ設置した笹の葉へ飾る 
４００名 

夏のこわ～いおはな

し会 
８／ ４（火） 

ちょっぴりこわいおはなし会 

協力：ボランティア３団体 
７０名 

親子紙工作教室 ８／２０（木） 
「立体の部屋飾りをつくろう！」 

講師:カミキリムシの会 黒宮節子 
３９名（１８組） 

新規「父と暮らせば」

ひとり読み語りしばい 
８／２９（土） 

ひとりの語り手が本を片手に演じる

ひとり読み語りしばい 

演者：天のたつし氏（松風の会） 

４２名 

おはなしコンサート

「絵本と二胡の音楽

を聴きながら」 

９／１２（土） 

「おはなしデュオひまわり」による大

型絵本の読み聞かせ、エプロンシ

アターと「望(ﾜﾝ)星空(シンクォン)」

による二胡の演奏 

６０名 



  

人形劇 ９／２１(月) 

「ぐりとぐら」 

「みにくいあひるのこ」 

講師：豊川おやこ文化の会人形劇

クラブ 

２５０名 

初心者向けの本の修理 

１０／23(土) 
修理本ボランティア養成講座 

２４名 

１０／30(土) ２４名 

全２回 講師：田中 稔（製本タナカ） 計４８名 

「文字･活字文化の

日」関連事業 「第５

回図書館検定」 

１０／２２（木） 
～  

１１／８（日） 

図書館の利用の仕方や図書館の

資料を使って調べるクイズなどを１

～４級レベルで開催（参加者数は

中央館のみの数字） 

２０４名 

「文字･活字文化の

日」関連事業「いつ

でもおはなし会」 

１０／２４（土） 

文字かつじ文化の日にちなんだお

はなし会 

協力：ボランティア７団体 

１１６名 

「文字･活字文化の

日」関連事業「大人

向けの朗読会」 

１１／３（火） 
豊川朗読の会による、大人向けの

朗読会 
５５名 

「文字･活字文化の

日」関連事業 「本の

修理屋さん」 

１１／７（土） 簡単な本の修理体験 ４８名 

 

絵本で子育て楽しん

でみませんか 

 

１１／２６（木） 絵本の選び方 ４４名（２２組） 

１２／ ３（木） 育児絵本の作り方 ４８名（２４組） 

１２／ ９（木） 絵本を使っての歌・遊び ４４名（２２組） 

全３回 
講師：子育てネットワーカー 

会場：中央図書館 
１３６名（６８組） 

手作りえほん講座 １２／１２（土） 

「ふしぎふしぎ！ひっぱると絵がか

わる絵本」 

講師：すみれ絵本の会 

１８名 

修理本ボランティア

復習＆ＱＡ講座 

３／ ３（木） 修理本ボランティアを対象とした復

習＆ＱＡ講座 

１９名 

３／１７（木） １９名 

全２回 
講師：田中 稔（製本タナカ） 

 
３８名 

むかしむかしのおは

なしコンサート 
３／２１（月） 

豊川の昔話のペープサートと音

楽、工作を融合したおはなし会 

講師：おはなしペープサートとほぼ

さんず 

１０９名 

人形劇 ３／２９（火） 
「やあ、ごりらくん」他 

講師：にんぎょうげき「とんぼ」 
１２０名 

   合計 ２，７８６名参加 



  

(ｲ) 展  示  （エントランスホール） 

展  示  名 実施期間 内     容 

2014受賞児童図書展 
４／１６から 

５／１９まで 

２０１４年に絵本賞等を受賞した図書

の展示 

2014文学賞受賞図書展 
５／２１から 

６／１６まで 

２０１４年に文学賞を受賞した図書の

展示 

園 子温展 
６／１８から 

７／１４まで 

豊川市出身の映画監督、園 子温監督に

関する図書や映画関連グッズの展示 

平和の図書展 
７／１６から 

 ８／１８まで 

豊川市海軍工廠被爆７０周年にあたり、

豊川海軍工廠にちなんだ図書と資料の

展示 

紙とのふれあい展 
８／２０から 

 ９／１５まで 

黒宮節子さんと、兄の正栄さんによる自

然をモチーフにした切り絵などの作品

を中心に展示 

敬老の日推薦図書展 
９／１７から 

１０／２０まで 

読書推進運動協議会が推薦した敬老の

日におすすめの図書を中心に展示 

豊川出身作家と東三河

ゆかりの図書展 

１０／２２から 

１１／ ８まで 

豊川出身の作家や東三河にゆかりのあ

る人物の本を展示 

しかけ絵本展 
１１／１９から 

１／１９まで 

ロバート・サブタなどのしかけ絵本４０

点をⅠ期・Ⅱ期とページを変えて展示 

クリスマスツリー展示 
１１／２８から 

１２／２５まで 

職員によるクリスマスツリーの飾り付

け 

新成人・新社会人にお

すすめする図書展 

１／２１から 

３／１５まで 

読書推進運動協議会が推薦した若い人に

贈る読書のすすめの図書を中心に展示 

すみれ絵本の会作品展 
３／１７から 

  ４／１９まで 

すみれ絵本の会会員の作品や市内小学

生、図書館主催の「手作り絵本の講座」

受講生が制作した絵本の展示 

(ｳ) 一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内     容 

保育士・先生・ボラン

ティア・図書館職員…

皆がおすすめする本 

４／１６から 

６／１７まで 

子ども読書の日を記念して、絵本・児童

書・紙芝居を全てコメント付きで展示紹

介し貸出 

起業支援フェア 
６／１８から 

７／１４まで 

起業に関する図書の展示・貸出と豊川市

の起業支援に関する情報を掲示 

もっと！ＹＡフェア 
７／１６から 

８／１８まで 

2010 年～2015 年に中央図書館のＹＡ展

で紹介した図書の展示・貸出 

子育て支援の本 
８／２０から 

９／１５まで 

子育てに関する図書の展示・貸出と豊川

市の子育てに関する情報を掲示 

老後を愉しむ本 
９／１７から 

１０／２０まで 

人生を輝かせ、面白くする老後の暮らし

方などについての図書を展示・貸出 

文字・活字文化の日の

イベント展 

１０／２２から 

１１／ ８まで 

文字・活字文化の日にちなみ、第５回図

書館検定などを開催 



  

年賀状の書き方の本展 
１１／１９から 

１２／２７まで 

年賀状や干支の本などを展示紹介し貸

出 

税に関する本展 
１／ ５から 

２／１６まで 

確定申告などの税に関する本を展示紹

介し貸出 

歴代芥川賞・直木賞受

賞図書展 

２／１８から 

４／１９まで 

歴代の芥川・直木賞受賞作品を展示紹介

し貸出 

ＹＡフェア展（春） 
４／ １から 

６／１６まで 

図書館職員と職場体験者<中学生・先生）

が、ＹＡ向けの本をコメント付きで紹介 

ＹＡフェア展（夏） 
７／ １から 

９／１５まで 

図書館職員と職場体験者<中学生・先生）

が、ＹＡ向けの本をコメント付きで紹介 

ＹＡフェア展（秋） 
１０／ １から 

１２／１５まで 

図書館職員と職場体験者<中学生・先生）

が、ＹＡ向けの本をコメント付きで紹介 

ＹＡフェア展（冬） 
１／ ６から 

３／１５まで 

図書館職員と職場体験者<中学生・先生）

が、ＹＡ向けの本をコメント付きで紹介 

(ｴ) 児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

子どもの日・こいのぼ

り・お母さんの本 

４／１６から 

 ５／１９まで 
子どもの日や母の日にちなんだ本 

お父さんの本 
５／２１から 

 ６／１６まで 
父の日にちなんだ本 

たなばたに関する本 
６／ ２から 

 ７／ ７まで 
七夕、天の川についての本 

七夕飾り 
６／２６から 

 ７／ ７まで 

子どもたちから募集した願い事の短冊を、

職員が笹に飾り付けする 

課題図書・自由研究・

戦争と平和に関する本 

７／ １から 

 ８／３０まで 

２０１４年度指定された課題図書や戦争

と平和に関する本、自由研究に役立つ本 

おじいちゃん・おばあ

ちゃん・お月見の本 

９／ １から 

１０／２０まで 
敬老の日やお月見にちなんだ本 

「うち読」おすすめ本 
１０／２２から 

１１／ ８まで 
「おうちで読書」のおすすめ本 

クリスマスに関する

本 

１１／１９から 

１２／２５まで 
サンタクロース・クリスマスに関する本 

十二支・お正月に関す

る本、干支の本 

１２／１７から 

 １／１９まで 
お正月に関する本や十二支が登場する本 

まめまき・おにの本 
１／ ５から 

 ２／ ３まで 
鬼や節分に関する本 

ひなまつりに関する

本 

２／ ４から 

 ３／ ３まで 
ひな祭り・ひな人形に関する本 

卒業・入園・入学・春・

ともだちに関する本 

２／１８から 

 ４／１９まで 
卒業・入園・入学・春・友情に関する本 

(ｵ) おはなしのへや利用状況  

団  体  名 実  施  日 回 数 参加者数 



  

おやこおはなしの会 毎月第１・４日曜日、第３土曜日 ３６回 ６８３名 

絵本となかよしの会 毎月第１水曜日 １１回 ７５５名 

よんでよんでの会 毎月第３金曜日 １３回 ２５１名 

かみしばい会 毎月第３日曜日、第４金曜日 ２２回 ５２６名 

おはなしのとびら 毎月第１土曜日、第２木曜日 １８回 ６３４名 

おはなしポケット 毎月第４火曜日 １３回 ４７９名 

Rainbow Reading 毎月第３日曜日 １０回 ６７５名 

おはなしペープサート 毎月第２日曜日 １２回 ３２５名 

合     計 １３５回 ４，３２８名 

 

(ｶ)本の修理ボランティア活動状況  

団  体  名 実 施 期 間 修理冊数 月平均 

修理本ボランティア ２０１５年４月～２０１６年３月 ５，４７９冊 ４５７冊 

 

６ 電子図書館 

病気やけが、障がいなどのため来館が困難な方にも読書に親しんでいただけ

るよう、平成２８年２月２日から豊川市電子図書館をオープンしました。オー

プンに先立ち、平成２８年１月２６日から同３１日までの間、事前の利用者登

録受付と電子図書館を体験できるデモンストレーションを開催し、ＰＲに努め

ました。現在のところ、高齢者の方や小さなお子さんを持つ女性など、多くの

方の利用をいただいています。 

(ｱ) 平成 27年度末の電子書籍数等 

保有する電子書籍冊数 １，１３０タイトル 

保有する電子書籍ライセンス数 １，９１７ライセンス 

お役立ち文庫冊数 ３，０００タイトル 

(ｲ) 平成 27年度末の利用状況 

利用登録者数   ５３８人 

貸し出された電子書籍数   ４０１冊 

電子書籍貸出回数   ９６０回 

 

７ その他 

 (ｱ) 閲覧席の増席 

できるだけ多くの方にご利用いただけるよう、１階一般書架及び２階閲覧席

並びに２階ジオスペース館ロビー等の閲覧席を増席し、試験期間中などでも閲

覧席が利用できない状況を解消しました。 



  

 (ｲ) ＢＤＳ（図書盗難防止装置）の移設 

これまで１階開架前と２階閲覧席の２か所にあったＢＤＳを、１Ｆエントラ

ンスの自動ドア前の一か所に移動、集約しました。これにより、１階エントラ

ンスロビーや２階通路、ジオスペース館内においても貸出前の図書を展示、閲

覧できるようになり、図書の企画展示や閲覧場所の拡充ができました。 

 (ｳ) ２階通路手すりの嵩上げ 

これまで、２階通路の手すりは約１．１６ｍほどの高さで、幼児や児童が手

すりなどを掴んで身を乗り出すと１階一般開架へと転落する危険がありまし

たが、約１．７ｍへと嵩上げすることで安全を確保するとともに、２階通路に

も休憩用の座席を置いたり、図書の企画展示を行うことが可能となりました。 

 (ｴ) 蓋付き飲料水の持込み制限の撤廃（２階閲覧席） 

脱水症状の防止など健康面に配慮し、ペットボトルなど蓋付きの飲料水に限

り、２階閲覧席への持込み制限を解除しました。 

 (ｵ) パソコン利用可能席の設置 

１階地域資料コーナーの閲覧席に電源コンセントを設置し、パソコン利用可

能席を１４席設けました。 

 (ｶ) 子ども読書活動推進計画 

平成２８年３月に第２次の子ども読書活動推進計画を策定しました。 

 

 

 


