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３ 総合図書館紹介 

 

 

１ ．図書館のあゆみ 
 

明治４２年 (1909) 高等寒川小学校内に寒川図書縦覧所設置 

寒川村内各小学校に巡回文庫設置 

昭和 ３年 (1928)  寒川尋常高等小学校内に寒川村立図書館創設 

昭和２４年 (1949)  寒川中学校内に寒川町立図書館発足 

昭和３１年 (1956) 寒川町図書館規則(昭和 31 年 10 月１日教委規則)制定 

昭和３５年 (1960) 寒川町公民館内に寒川町図書館設置 

昭和５４年 (1979) 寒川町民センター図書室開設 

昭和５６年 (1981) 図書館用地購入（岡田 610、建設中止） 

昭和５７年 (1982) 寒川北部公民館図書室開設(北部文化福祉会館内) 

昭和５８年 (1983) 寒川南部公民館図書室開設(南部文化福祉会館内) 

平成 元年 (1988) 寒川にふさわしい図書館と資料館の在り方研究協議会設置 

平成 ２年 (1989) 総合図書館と資料館の在り方研究協議会報告書提出 

平成 ５年 (1993) 寒川総合図書館建設用地購入契約(7.16) 

平成 ８年 (1996) 寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市図書館相互利用制度開始 

平成１３年 (2001) 社会教育委員から総合図書館基本構想検討報告書提出 

教育委員会で総合図書館基本構想協議承認 

平成１４年 (2002) 町政策会議で総合図書館建設基本方針決定(3.13) 

総合図書館用地償還完了、図書館用地教育委員会移管(3.31) 

新総合計画･２０２０プラン開始(図書館建設位置づけ 4. 1) 

総合図書館基本計画策定委託(八千代ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ受託 6.21） 

総合図書館建設検討委員会設置(9.19) 

文教大学湘南図書館利用覚書締結(10.1) 

図書館学講演会(講師、竹内紀吉教授 10.14) 

企業庁へ図書館建設要望書提出(11.27) 

平成１５年 (2003) 図書館建設町民説明会４回実施(1.16、1.21、1.24、1.25) 
    （仮称）寒川町総合図書館基本計画策定 

生涯学習課に図書館建設担当課長配置(4. 1) 

総合図書館建設設計業者決定(小林建築事務所受託 4.18) 

平成１６年 (2004) 図書館開設準備室設置(4. 1) 

総合図書館建設に関する協定書を企業庁と締結(5.26) 

総合図書館開設準備協議会設置(7.27) 

総合図書館建設施行監理業者決定(小林建築事務所) 

総合図書館建設工事業者決定(9.14 亀井･富士ＪＶ外) 

総合図書館建設現場周辺住民説明会(10.22) 

総合図書館建設工事着工(11.25) 

県と総合図書館新築事業における環境共生協定締結(12.28) 

平成１７年 (2005) 環境共生都市づくり事業認証交付式(3.11) 

県立図書館派遣により担当参事配置(4. 1) 

総合図書館書架設計委託(小林建築事務所受託 5.30) 

総合図書館運営町民説明会(7. 2) 

総合図書館用図書購入基本契約締結(図書館流通ｾﾝﾀｰ 8.24) 
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総合図書館開設準備協議会より報告書提出(8.31) 

総合図書館システムに日立ＬＯＯＫＳを選定(11.4) 

町政策会議で図書館名称を「寒川総合図書館」に決定(12.20) 

町政策会議で総合図書館運営計画を策定(12.20) 

平成１８年 (2006) 寒川総合図書館条例議会議決(3.24) 

寒川総合図書館管理運営規則制定(6.20) 

寒川町図書館協議会運営規則制定(6.20) 

総合図書館建設工事竣工(6.26) 

総合図書館建設業者より県企業庁へ施設引渡(7.13) 

総合図書館使用貸借契約を町と県企業庁で締結(7.13) 

総合図書館システム契約締結(日立キャピタル 8.25） 

県企業庁へ延納申請書提出(9.12) 

総合図書館建物取得議案議会議決(9.28) 

町と県企業庁で建物売買契約締結(9.28) 

県企業庁から町へ建物引渡式(9.28) 

町から企業庁へ即納金納入(9.28) 

総合図書館臨時職員雇用書交付式(10. 2) 

寒川総合図書館条例規則施行、総合図書館職員配置(11.1) 

総合図書館開館記念式典、施設内覧会(11.1) 

湘南広域都市公立図書館資料の広域利用実施協定変更(11.1) 

文教大学湘南図書館との相互利用申し合わせの変更(11.1) 

公民館図書室事務引継ぎ(11.1) 

寒川総合図書館・文書館開館式(11.3 入館者３，１０８人) 

開館記念企画展示・現代文学の巨匠たち展(11.3～12.3) 

総合図書館開館記念講演会(11.4 講師、田口雅巳氏) 

総合図書館開館記念行事・おはなしのへや(11.4～11.12) 

平成１９年 (2007) 総合図書館行事・おはなし会開始(1.13～毎週土曜日実施) 

寒川町図書館協議会委員委嘱、第１回協議会(2.2) 

湘南視聴覚ライブラリー協議会廃止の議案議決(3.1) 

総合図書館購入償還金納入開始(3.28) 

湘南視聴覚ライブラリー協議会廃止(3.31) 

寒川総合図書館長に非常勤職員を配置(4.1) 

絵本小規模企画展示開始(5.8) 

初の図書館資料点検(5.15～5.20) 

企画展示・石井桃子さん１００歳記念展(5.22～6.3) 

県内公共図書館等の相互貸借貸出開始(5.29) 

インターネット予約利用登録開始(6.6) 

課題図書展示(7.21～9.2) 

夏休み自主研究サポート講座(7.24～7.27) 

夏休み企画展示・世界の絵本にふれてみよう！(8.10～8.31) 

開館１周年記念企画展示・ベストセラー展(10.27～11.25) 

開館１周年記念講演会 

「絵本と紙芝居」(11.3 講師:長野ヒデ子氏) 

開館１周年記念行事・映像で見る懐かしの寒川(11.3～11.4) 

平成２０年 (2008) 視聴覚資料小規模企画展示開始(3.26) 

さむかわ子ども読書 100 選展示(7.1～8.31) 
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新着資料情報メール送信開始(8.1) 

「予約・貸出ベスト」「よくある質問」等ホームページ強化(8.1) 

映画会「懐かし映像上映会」(11.3) 
パネル展示「本だって生きている みんなで守ろう、 

みんなの本」(11.5~30) 

講演会「映画を 10 倍楽しむ」(11.9 講師:服部宏氏) 

貸出点数１００万点突破(12.4) 

平成２１年 (2009) 人気絵本 100 選展示（3.20～4.19 協力ボランティア） 

共用駐車場の開設(6.1) 

夏休みにチャレンジ！読んでみよう（読書記録カード） 

(7.14～8.30) 

読書週間ポスター展開催(10.24～11.10) 

来館者１００万人突破(10.30) 

特別展示「生誕１００年の作家たち」(11.19～12.20) 

平成２２年 (2010) 寒川町図書館協議会の廃止(4.1) 
（４月から寒川町社会教育委員会議に統合） 

雑誌特集展示開始(6.1) 

第１回ライブ・イン・ライブラリー開催(10.2) 

貸出点数２００万点突破(12.14) 

平成２３年 (2011) 東日本大震災に伴う節電のため１７時閉館(3.15～4.30) 

住民生活に光をそそぐ交付金購入図書の展示（4.1～6.5） 

図書館システム再リース開始（10.1） 

平成２４年 (2012) おはなし会ボランティア活動開始（2.8） 

本棚展示開始(4.1) 

図書館システム更新（10.1） 

北部・南部文化福祉会館図書室を寒川総合図書館分室化（10.1） 

総合図書館、北部分室、南部分室をネットワーク化（10.1） 

総合図書館ホームページリニューアル（10.1） 

来館者２００万人突破(12.15) 

平成２５年 (2013) 貸出点数３００万点突破(2.13) 

おひざにだっこのおはなし会月１回定例開催（4.25） 

平成２７年 (2015) 貸出点数４００万点突破(9.12) 

平成２８年 (2016) 新春図書館福袋実施(1.5) 
来館者３００万人突破(7.22) 
さむかわジュニア司書講座開始（7.30） 

開館１０周年記念事業(11.3～12) 
さむかわジュニア司書活動開始（12.4） 

平成２９年 (2017) 指定管理者制度導入（指定管理者：ＴＲＣ・相鉄企業体）(4.1) 

         寒川町社会教育委員会議内に図書館部会を設置（4.1） 

          平成２９年度「子どもの読書活動優秀実践図書館」として 

文部科学大臣表彰受賞（4.23） 

フリーWi-Fi サービス開始（9.1） 

図書館紹介パンフレット改訂(9.1) 

図書館総合展キャラクターグランプリコンテストで 

「本棚のだ～なくん」受賞(11.9) 

 平成３０年 (2018)  郷土の書家「井上有一」常設展開始 (6.17) 
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          冊子「お気に入りに加えたい新しい絵本」発行（8.1） 

貸出点数５００万点突破。記念クリアファイル配付 (8.14) 

                    図書館システム更新、図書館ホームページリニューアル(10.3) 

                    国立国会図書館デジタル化資料送信サービス開始 (10.3) 

                    公式 Twitter、公式 Instagram 開始 (10.3) 

          第１回図書館まつり開催 (11.3-4) 

          映画会・講演会開催（11.23 講師：三澤拓哉監督） 

          図書館総合展キャラクターグランプリコンテストで 

          「サーチちゃん＆ファインくん」会場応援賞受賞（12.27） 

平成３１年／令和元年（2019） 

         冊子「お気に入りに加えたい新しい絵本」改訂（4.2） 

図書館俳句ポスト設置（4.3） 

過去５年間以上貸出利用のない利用者の登録削除開始（5.3） 

バリアフリー映画会開催(11.3) 

第２回図書館まつり開催(10.27) 

図書館総合展(11.12-14) 

「十進王国のひみつ」ポスターセッション最優秀賞受賞 

「十進法王」キャラクターグランプリで会場応援賞第２位受賞 

        総合図書館外壁工事（2019.11～2020.2） 

令和２年（2020） 来館者４００万人突破(1.22) 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため北部分室・南部分室 

臨時休館（3.3～6.15） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため総合図書館はサービス
を縮小して運用（予約資料の貸出・返却・予約受付）（3.5～4.17） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため総合図書館臨時休館 

                                （4.18～5.31） 

総合図書館、貸出・返却・予約受付など一部サービス再開（6.2） 

南北分室、開館時間を 16:00 までに短縮して再開（6.16） 

感染防止対策を考慮した図書館サービスの再開（7.1） 

 令和３年（2021） 開館１５周年記念事業（4.1～12.28） 

          英語多読コーナー新設（4.1） 

          情報の古い資料の不用除籍の開始（7.28） 

          相模線１００周年記念図書館・文書館共同展示（9.10～10.7） 

          冊子「お気に入りに加えたい絵本」発行（11.3） 

              （「お気に入りに加えたい新しい絵本」改題改訂） 

 令和４年（2022） 貸出点数６００万点突破(1.8) 
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２ ．施設概要 

  名  称；寒川総合図書館・寒川文書館 

  条例施行；平成１８年１１月１日 

  開  館；平成１８年１１月３日（文化の日） 

    敷地面積；２，７５２．７４㎡ 

  建築面積；１，４６１．２４㎡ 

    延床面積；４，７０７．１４㎡ 

    地階(機械室)   ４３１．７３㎡ 

    １階(図書館) １，３２９．４６㎡ 

    ２階(図書館) １，２３８．９５㎡ 

    ３階(図書館)   ８６２．６４㎡  (図書館計３，８６２．７８㎡) 

    ４階(文書館)   ８４４．３６㎡ 

    構  造；鉄骨鉄筋コンクリート(ＳＲＣ)造地下１階地上４階建て 

    最高高さ；１９．８６８ｍ 

    軒  高；１７．３６８ｍ 

    最高深さ； ９．８３０ｍ 

    杭   ；場所打杭(オールケーシング、径 1,100～1,800)４８本 

  基  礎；ＲＣ独立基礎 

  外  壁；コンクリート打放補修撥水剤塗布(1,843 ㎡) 

       磁器質小口５０角タイル貼(1,710 ㎡) 

  屋  根；銅板葺(t0.5、810 ㎡) 

  内  装；床＝タイルカーペット、Ｐタイル、ＯＡフロア 

       壁＝プラスターボード、塗装 

       天井＝プラスターボード、岩綿吸音板、塗装 

    発 注 者；神奈川県企業庁「地域振興施設等整備事業(市町村要請事業)」活用 

    施工建築；亀井・富士特定建設工事共同企業体 

     電 気；㈱東光商会 

     空 調；南・森川特定建設工事共同企業体 

     衛 生；㈱勝栄工業 

     昇降機；㈱日立製作所横浜支社 

     書 架；㈱キハラ 

    設計監理；㈱小林建築事務所 

    設計監修；木野設計事務所 

  環境共生；平成１７年 ３月１１日 

       「環境共生都市づくり事業神奈川県知事認証第２号施設」認証 

        （県央・湘南都市圏環境共生モデル都市づくり推進要綱） 

  建設着工；平成１６年１１月２５日 

  建設竣工；平成１８年 ６月２６日 

  売買契約；平成１８年 ９月２９日 

    建 築 費；１，９１４，４１０，７１９円(建築工事費) 

    建 設 費；２，０８６，４２９，１２６円(企業庁償還) 

    用地購入；  ８６８，１７１，８２６円(2538,75 ㎡、平成５年取得) 

  資料収容；最大２３万冊(開架書架１３万冊、閉架書庫１０万冊) 

  書 架 棚；総延長  ５．９４㎞ 
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３ ．各室の床面積、座席数 

 

  階      スペース  床 面 積 (㎡)         座 席 数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 
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地階 設  備  室    ４３１．７３  

 

 

 

 

 

１階 

一般開架スペース    ３４０．７７ 閲覧席(２０)、ＯＰＡＣ(２) 

ブラウジングスペース    ２４９．００ 新聞雑誌席(２４) 

児童・親子スペース 

 

   ３１１．１２ 

 

ＩＴ席(２)、ＯＰＡＣ(２) 

親子席(２８)、児童席(１９) 

おはなしのへや     ３２．００  

授乳室、こどもトイレ     １２．００  

企画展示室    ５０．００  

録  音  室       ８．５０ 一般席(２) 

対面朗読室       ８．５０ 一般席(２) 

共用スペース   ３１７．５７  

 （１階計） １，３２９．４６ 計１０１席 

 

 

 

 

 

２階 

一般開架スペース    ５３２．９４ 閲覧席(４３)、ＯＰＡＣ(１) 

インターネット・ 

視聴覚スペース 

    ２８１．００ 

 

ＣＤ＆ＤＶＤ席(１６)、 

ＩＴ席(１６) 

閉架書庫    １５４．１６  

参考閲覧室（井上有一
常設展示） 

    ３２．００ 一般席(６) 

レファレンスルーム       ８．５０ 一般席(２) 

携帯電話コーナー        ８．５０  

共用スペース    ２２１．８５  

 （２階計） １，２３８．９５ 計８４席 

 

 

３階 

学  習  室    １９２．７２ 学習席(５０) 

ふれあいコーナー     ２６．２４ 一般席(１２) 

会 議 室     ６３．０７ 一般席(２０) 

事務スペース    ２９５．６１  

共用スペース    ２８５．００  

 （３階計）    ８６２．６４ 計８２席・図書館計２６７席 

 

文
書
館 

 

 

 

４階 

開架閲覧   ３８８．７８ 閲覧席(２０)、ＩＴ席(３) 

収蔵スペース   ２５２．７０  

写真撮影室    ４０．００  

共用スペース    １６２．８８  

 （４階計）     ８４４．３６ 計２３席 

         総床面積 ４，７０７．１４ 合計２９０席 
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４ ．寒川総合図書館の特長 

 

   読みたい、知り たい、調べたい、町民のニーズに応える図書館 

 

 ◎ユニバーサルデザイン図書館 

    バリアフリーを徹底しオー      ４ Ｆ  

  プンフロアで、誰でもゆっ 

  たりとした雰囲気で読書が 

  できる環境をもつ図書館 

 

 ◎２ １ 世紀型図書館 

    県下で初めて全図書館資料 

  にＩＣタグを貼付し、迅速 

  な貸出手続きや合理的な資 

  料管理を可能にした図書館 

 

 ◎環境にやさしい施設             ３ Ｆ  

    雨水活用のための貯水槽や 

  太陽光発電の防犯灯を設置 

  し、屋上緑化を行うなど環 

  境にもやさしい図書館 

 

 ◎みんなの図書館 

   魅力ある資料を確保し、い 

  つでも、どこでも、誰でも 

  利用できる読書環境をもつ 

  ２３万冊収容可能な図書館 

  町の書家「井上有一」展示 

  も２階に常設 

                                  ２ Ｆ  

 ◎ハイブリ ッド 図書館(情報の拠点) 
   インターネット利用のＩＴ 

  コーナー、Ｗｉ－ＦｉやＣＤ、 

ＤＶＤの視聴覚コーナーを 

整備し、活字とＩＴによる調 

べ学習を可能にした図書館 

 

 ◎滞在型図書館 

   親子読書コーナー、新聞・ 

  雑誌コーナーなどで気軽に 

  本に親しめるよう多くの座      １ Ｆ  

  席を確保した図書館 

 

 ◎寒川の資料保存活用の文書館 

  寒川のことについて、知り 

  たい、調べたいときに郷土 

  資料を活用できる文書館を 

  ４階に複合した図書館 

井上有一常設展

示  
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 ５ ．分室 

   平成２４年１０月１日より北部文化福祉会館と南部文化福祉会館の図書室が、
それぞれ寒川総合図書館の北部分室、南部分室となりました。 

     《北部分室》 

    所在地：寒川町宮山２８２０－１（北部文化福祉会館内） 

   《南部分室》 

       所在地：寒川町一之宮８－５－２０（南部文化福祉会館内） 

 

 

４ 事業概要 

 

 

１ ．運営方針 

 

  寒川総合図書館は、社会教育法の精神に基づき、図書館法の定めるところを実践
し、町民の生涯学習と文化の向上に寄与することに努めます。 

  そして、町民の年齢構成、本町の地理的条件、将来構想など、図書館サービスを
行うための諸条件を常に研究し、町民のニーズに即したサービスを展 

 開し、町民の誰もが、いつでも、どこでも身近に利用できる図書館をめざします。 

 

①  町民の生涯学習活動、文化活動の中心となる図書館 

②  すべての人々が利用できる開かれた図書館  

③  地域の情報拠点、情報発信拠点となる図書館 

④  情報通信技術を活用した利用しやすい図書館 

⑤  本の温もりを伝えられる図書館 

基本理念 出典（仮称）寒川総合図書館基本計画、平成１５年３月 

 

   

２ ．重点施策 

 

 令和３年度総合図書館重点施策 

 

重点テーマ 

  （１）新型コロナウイルス対策を含め施設の安全、快適な運営と施設の良好な状
態の維持 

 （２）従来のサービス水準を損ねることのない、更なる質の向上 
  （３）町民の知的源泉となり、暮らしに役立つ図書館サービスの提供 

  （４）多様化、高度化する学習要求と高齢化、国際化などの社会的変化に対応で
きる資料の整備と充実の取り組み 

  （５）児童・生徒に対する図書館サービスの積極的な取り組み、自発的な学習習
慣の育成の支援、教育内容の変化への対応 

（６）個人情報の保護に努め、利用者が安心できる読書学習環境の維持 

  （７）効率的な管理運営および経費の節減 

   

具体的な取り組み 

    

（１）新型コロナウイルス対策として密にならない空間の維持と消毒を実施する。 

    ・利用者に対しても感染予防対策の注意喚起を継続 
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    ・イベント、講座の開催につきましてはその時点での感染状況を考慮しなが
ら、安心して参加できるように開催 

    ・従来のサービス水準を損ねることなく、更なる向上に努める。 
 
 

（２）従来のサービス水準を損ねることなく、更なる向上に努める。 

・研修制度を活用した、さらなるスキルアップの支援。 
・近隣受託館の好事例を取り込むための人材交流、情報交換 

・「人にやさしく、暖かい図書館」の実現にむけて以下の取り組みを行う。 

－居心地のよい環境 
（書架整理、わかりやすい案内表示、清掃の徹底、美化・緑化の推進） 

－きっかけになる場所 
（交流を深める場の充実、講演会、講座等の実施） 

－行けば何かが得られる場所 
（利用者ニーズに対応した資料収集、ブックリストの作成） 

－新しい世界を知る、発見できる場 
（特集展示の充実、地域情報、個人の成果の発信） 

     －「人」でないとできないサービス 
（ホスピタリティあふれる接遇、館内見回り） 

 

（３）町民の知的源泉となり、暮らしに役立つ図書館サービスを提供する。 

・総合図書館資料収集方針に基づいて、資料の収集と情報発信を行う。 
－利用者からのリクエストへの幅広い対応 

－中高生（ヤングアダルト）や家庭を対象とした効果的配架 

－特色のある企画テーマ展示によるリクエストの掘り起こし 

・図書、雑誌、新聞、チラシ、ポスター等による様々な情報を発信する。 

－地域イベント参加による図書館サービスのＰＲ 
－ホームページ、ＳＮＳを使ったイベント情報発信 

－図書館関係展示会・研究会への参加 

－タウン誌、ケーブルテレビなどローカルメディアを使ったイベントＰＲ 

 

（４）多様化、高度化する学習要求と高齢化、国際化などの社会的変化に対応できる
資料の整備と充実に取り組む高齢者に対応した環境を整備する。 

・高齢者／障がい者を対象とした取り組みでは資料、イベントともに積極的
に実施する。 

－大活字本の充実 
－健康をテーマとしたイベントの開催 
－障がい者を対象とした映画会等イベントの実施 
－障がい者を想定した防災訓練の実施 
－認知症サポーターに則した対応 
－福祉施設の物品販売支援 

・幅広い利用者をターゲットとしたイベントを開催する。 

－講演会、映画会、コンサート等の開催 
・学生・社会人へのサービスを充実させる。 

－学習室の環境整備 

・発見のある図書館としてユニークなテーマ展示を行う。 

－企画展示、ＣＤ展示、本と視聴覚資料の複合展示、福袋、その他話題の
テーマで関連資料を展示 
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（５）児童・生徒に対する図書館サービスに積極的に取り組み、自発的な学習習慣の
育成を支援する。 

    ・親子と本のふれあい場所の提供 

－おはなし会、おひざにだっこおはなし会の実施 

－季節のスペシャルおはなし会 

－１階おはなしのへやの環境整備 

－ジュニア司書の育成継続 

－ぬいぐるみお泊り会の実施 

－学校、地域、保育園等への団体貸出 

    ・児童の読書習慣の増進に取り組む。 

     －わくわく読書マラソンの実施、新さむかわ子ども読書１００選の展示  

     －町内学校図書室の訪問・支援 

     －図書館まつりの実施 

    ・自発的学習の推進に取り組む。 

     －「図書館を使った調べる学習コンクール」の紹介 

     －「宿題お助け調べ隊」などのノウハウ講座の開催 

     －調べ物パスファインダーの作成 

     －プログラミング講座の開催 

    ・ものづくりを楽しむ場所を提供する。 

     －工作教室の開催（布絵本、折り紙、新聞バッグ、革細工等） 

    ・職場体験を積極的に受け入れる。 

     －図書館体験ツアーの実施 

     －図書館見学、図書館インターンシップの受入 

 

（６）個人情報の保護に努め、利用者が安心できる読書環境を維持する。  

    ・個人情報マネジメントに基づき、全従業員に向けた研修を実施する。  

－Ｐマーク研修（個人情報保護における研修と理解度テスト年１回） 

－内部監査（年１回） 

 
 

（７）効率的な管理運営を行い、経費の節減に努める。 

    ・雑誌スポンサー制度の推進 

    ・人材交流による近隣他館好事例の反映 

    ・節電、節水への取り組み 

   

３ ．組 織 

 

   運営（指定管理者）ＴＲＣ・相鉄企業体  

   総合図書館長          １名 

   総合図書館チーフ        １名 

   ライブラリースタッフ     ２６名 

   施設管理           ３名 

   （以上、指定管理者社員 令和４年３月３１日現在） 

 

４ ．事務分掌 

 

①  図書館資料(図書館法第 3 条第 1 号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。) 
 の収集、整理及び保存 
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  ② 図書館資料の館内利用及び貸出 

  ③ 図書館資料の利用のための相談 

   ④ 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示等の主催及び奨励  

   ⑤ 館報その他の読書資料の発行及び頒布 

   ⑥ 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供 

   ⑦ 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力 

  ⑧ 図書館資料の他の図書館間との相互貸借 

⑨ その他図書館の目標達成のために必要な事業 

 

５ ．関係機関 

 

① 神奈川県図書館協会 

     県内の公共図書館、大学図書館、専門図書館等が加盟し、県内図書館活動   
  の振興を図るため、県内図書館相互の連携により、調査、研究などを実施する。 

 

② 関東地区公共図書館協議会 

  関東地区の公共図書館の連絡を密にし、図書館事業を推進することを目的   
 に、研究調査、図書館情報連携協力を図る。 

 

③ 全国公共図書館協議会 

   全国の公共図書館相互の連絡を密にし、公共図書館の発展を図ることを目   
 的図書館に関する調査研究を行う。 

 

④ (社)日本図書館協会 

   全国の公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館等の読書施設  

関係者の連絡連携のもと、図書館事業の進歩発展を図る。町は施設Ｂ会員として
加盟し、全国の図書館情報を得る。 

 
６ ．事業報告 

 

 寒川総合図書館の令和３年度の来館者総数は２３９，４０７人（南北分室含む）、

貸出点数は３２４，８３９点（南北分室含む）、そして貸出密度（貸出点数÷人口）

は約６．７点でした。 

 過去５年以上貸出と登録更新の無い利用者２，１１８名の登録削除を行ったため、

令和３年度末の登録者数は１９，６５３名となりました。  

 前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止や延期した行事な

どがありましたが、１０月２６日からは「おはなしのへや」の利用や視聴覚ブースの

利用を再開しました。 

 資料展示事業では、企画展示室を使用して３００から４００点の資料を紹介する企

画展示や中高生に向けたＹＡ展示、絵本の表紙を見せて手に取りやすいようにした絵

本小規模企画展示ほか、町の環境課や福祉課、町民窓口課との共同展示など様々な展

示事業を年間延べ１０３回実施しました。 

４月から１２月にかけては、令和３年１１月３日に開館１５周年を迎えるため、「ア

ニバーサリーｙｅａｒ～ありがとう１５周年これからもいっしょに～」と題し、関連

した展示やイベントを開催。１５周年ロゴマーク入り読書通帳の配付やスタッフが描

いたイラストのしおりの配付、本を借りた利用者におみくじを引いてもらう「図書館
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みくじ」、「えほん福袋」や「一行図書」の貸出、来館者参加型の展示「みんなで作

ろうおりがみの世界」、来館者から川柳を募った「としょかん川柳」、寒川中学校の

元教師二宮康裕氏を招いた講演会などを行いました。 

子どもの読書推進活動では、おはなし会ボランティアと連携した幼児から小学生向

けの「土曜日おはなし会」のほか、「真夏の夜のおはなし会」、「青空おはなし会」、

「図書館のぬいぐるみおとまり会」などを実施しました。夏休みに多くの本を読んで

もらうため「わくわく読書マラソン」や「おすすめカード」も実施し、読書への関心

を高める活動を行いました。また、「さむかわジュニア司書養成講座」を修了した子

どもたちには、選書体験や展示の参加など計７回のジュニア司書活動を行いました。 

高齢者向け障がい者向け事業としては「俳句ポスト」や「回想サロン」、「バリア

フリー映画会」を開催しました。 

乳幼児向けサービスとしては、０歳から２歳までを対象とした「おひざにだっこの

おはなし会」や、寒川町子育て支援センターに出向いてわらべうたや絵本選びの相談

を行ったり、寒川町のボランティアグループ「ピーターパンクラブ」の皆さんから布

絵本や絵本に因んだぬいぐるみをお借りして絵本とともに紹介した「布おもちゃとえ

ほんの世界」展示を実施しました。 

そのほか高校生から大人に向けた事業としては、「としょいん帖講座」や「大人向

け朗読会」、「３色パステルアート講座」を開催しました。 

令和４年２月には、寒川東中学校に出向き、図書委員活動の時間を使ってスタッフ

が司会進行を努め、図書委員の代表３名がおすすめの本を紹介するビブリオバトルを

行い、図書委員の生徒たちと交流を図りました。 

 県内公共図書館等相互貸借事業では、当館からの貸出が計３，０１７冊、他館から

の借受が計９７２冊になるなど、連携に努めました。 
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７ ．予 算 

 ■令和３ 年度当初予算額  

 

指定管理料 

 

収入       

  第一期 第二期 第三期 第四期 合計 

指定管理料  33,575 33,575 33,575 33,575 134,300 

その他の収入  25 25 25 25 100 

収入合計  33,600 33,600 33,600 33,600 134,400 

     単位 千円 

 

支出      

 第一期 第二期 第三期 第四期 合計 

① 図書館運営人件費 15,245 15,245 15,245 15,245 60,980 

② 図書購入費 2,575 2,575 2,575 2,575 10,300 

③ 使用料及び賃借料 5,050 5,050 5,050 5,050 20,200 

④ 光熱水費 2,900 2,900 2,900 2,900 11,600 

⑤ 通信運搬費 290 290 290 290 1,160 

⑥ 保険料 30 30 0 0 60 

⑦ 施設管理経費・修繕費 5,280 5,280 5,280 5,280 21,120 

⑧ その他事務費・消耗品 400 400 400 400 1,600 

⑨ 全体管理費 290 290 290 290 1,160 

消費税・地方消費税差額    6,220 6,220 

合計 32,060 32,060 32,030 38,250 134,400 

    単位 千円 
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８ ．事業実績 

 

◆寒川総合図書館・寒川文書館開館 15周年企画 
令和３年１１月３日に開館１５周年を迎えるため、『アニバーサリーyear～ありが
とう１５周年これからもいっしょに～』と題し４月１日から１２月２８日にかけ
て、関連した展示やイベントを開催しました。 

 

事業名 開催日・期間 内  容 
英語多読コーナーの
新設 

４月１日～ 簡単なものから始められる多読に役立
つ英語の資料を集めたコーナーを設置。 

オリジナルしおりの
配布 

４月から毎月 スタッフが描いたイラストのしおりを
月替わりで配布。 

１５周年ロゴ入り読
書通帳の配付 

５月１日～ 
限定数終了まで 

１５周年限定表紙の読書通帳を配付。子
ども用、大人用各１００冊限定 

みんなで作ろうおり
がみの世界 

４月～１２月 ２カ月ごとにテーマを決めておりがみ
作品を募集し、館内に展示。 
４・５月 植物と陸上の生き物 
           ３２点 
６・７月 夏     ４５点 
８・９月 植物と水中の生き物 
           ８７点 
10・11 月 食べもの  ７６点 
１２月  クリスマス ５１点 

としょかん川柳 展示と募集 
５/７(金) 

～９/３０(木) 
会場投票１０月 
各賞発表１１/３ 

図書館や読書、本に関する川柳を募集。
関連書籍を展示し応募を促す。応募作品
を発表し会場賞の投票を行い、館長賞な
ど各賞と共に発表した。 
展示貸出冊数：２７９冊 
応募総数  ：１８作 
参加人数  ：１２名 

えほん福袋 ７/２８(水) 
～８/１(日) 

０～６歳向けの月刊絵本を３冊 
セットにして福袋を作成し貸出。 
貸出冊数：５５セット１６５冊 

としょいん帖講座 ６/２０(日) 寒川総合図書館オリジナル印「としょい
ん」を押印するための「としょいん帖」
を、和紙を使って作成する講座。 
参加者：６名 

図書館みくじ ７/２１(水) 
～８/３１(火) 

本を借りた人にオリジナルのおみくじ
を配付。大人用と子ども用を１日限定各
４０枚配付した。 
子ども用：１５８０枚 
大人用 ：１３７０枚 

１５周年おめでとう 
メッセージの募集と
掲示 

１０/１(金) 
～１１/７(日) 

利用者の方々から図書館へ向けてのメ
ッセージを募集し、館内に掲示した。 
参加枚数：１１９枚 
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としょいんスタンプ
ラリー 

１０/１(金) 
～１１/３０(火) 

寒川総合図書館オリジナルの印「としょ
いん」と、海老名市立中央図書館・海老
名市立有馬図書館の「としょいん」に加
え、相模線の最寄り駅等３駅の駅スタン
プを加えた６箇所をめぐるスタンプラ
リーを実施。 
参加人数：９４名 

ひと棚図書館 １０/６(水) 
～１１/３０(火) 

複合展示コーナーを１２棚に分け、棚ご
とに異なるテーマで展示を実施。 
展示数：２５７冊 
貸出数：５３５冊 

一行図書 １０/２２(金) 
～１０/２７(水) 

冒頭の 1 行のみを表紙に記載した紙で
本を覆い、タイトルがわからない状態で
貸出をする企画。 
一般書：２３冊、児童書：２２冊 
絵 本：１５冊 

オリジナルクリアフ
ァイル 
配付 

１１/３(水) 
～１１/６(土) 

十進王国物語キャラクターと１５周年
アニバーサリーのテーマを紹介したチ
ラシを中に挟み、総合図書館１階カウン
ターで貸出手続きを行った利用者に５
００部配付。 

絵本紹介冊子 
改訂版の作成と配布 

配布開始 
１１/３(水)～ 

２０１８年に作成した絵本の紹介冊子
の改訂版を作成。今回は出版が古くても
長く愛されている絵本も掲載し、裏表紙
には図書館ホームページのＱＲコード
を追加。 

図書館オリジナルか
るた 
作成と発表 

発表 
１１/３(水)～ 

十進王国物語キャラクターを使ったオ
リジナルかるたを制作。読み札の内容
は、日本十進分類法などに因んだものと
した。かるたの絵札読み札を一覧にして
館内に掲示し、記念にかるた模様のブッ
クカバー（１００枚）を配付。 

講演会 
『物語の金次郎』と
『史実の金次郎』～窮
民救済・財政再建と一
円思想～ 

１１/３(水) 寒川中学校元教師の二宮康裕氏（二宮金
次郎の子孫）を招き、二宮金次郎に関す
る講演を開催。 
参加者：２８名 

図書館宝くじ 配付： 11/3(水 )～
11/30(火) 

当選発表：12/5(日) 
引き換え：12/5(日)

～12/21(火) 

配付期間中に貸出を行った利用者に「図
書館宝くじ」を配付。 
保存期限が切れた雑誌の付録を景品と
して提供した。 
宝くじ配付数１２００枚。 
付録交換数５７点（７２点用意） 
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◆図書館講座 
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、以下の講座を中止しました。 

  ・宿題おたすけ調べ隊講座（８月） 

  ・しまんと新聞ばっぐづくり講座（１月） 

  ・ロボットプログラミング講座（２月） 

事業名 開催日・場所 内  容 
さむかわジュニア
司書養成講座 

７月２３日（金） 
７月２９日（木） 
１０月９日（土） 
１０月３１日（日） 
※８月に予定していた
講座を新型コロナ対策
の為延期して実施 
３階会議室ほか 

司書の仕事について学びながら、図書
館のイベント等に参加する。 
➀図書館と司書について 
②分類と検索 
③展示 
④レファレンスと相互貸借 
参加者：２名 

三色パステルアー
ト講座 

１０月３０日（土） 
 
３階会議室 

描くことでリラックス効果が得られる
パステルを使い、はがきサイズの絵を
描く講座。 
参加者：５名 

回想サロン ３月１０日（木） 
 
３階会議室 

昭和３０年代の懐かしい映像を見なが
らクイズに答えたり、思い出を語り合
ったりする回想サロンを開催。 

参加者：２名 
片づけ講座 
 

３月２７日（日） 
 
３階会議室 

「親子でチャレンジ！お片づけ」と題
し小学生とその保護者に、片づけカー
ド等を使って体験しながら片づけを学
んでもらう講座。 
対象：小学生とその保護者 
参加：４組（子ども５名大人４名） 

図書館・文書館体
験ツアー 

３月３０日（水） 
 
図書館・文書館 

普段見ることができない図書館や文書
館の裏側を見学し、図書館の仕事を体
験するツアー。 
参加者：４名 
※８月に予定していた回は、緊急事態
宣言により中止。 

 

◆十進王国キャラクター 

 
 
 
 

事業名 実施日・場所 内   容 

クイズラリー 毎月実施 

 

１階 

（児童コーナー） 

「十進王国キャラクター」を身近に感じてもらうた
め、月替わりでキャラクターをヒントにした本の分
類に関するクイズを出題。 

正解者には十進王国キャラクターのスタンプを押
し、更にキャラクターカードをプレゼントする企画。 

参加者：のべ５１２人 

対象者：中学生以下 
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◆俳句ポスト  

 
◆夏の読書支援 

 
◆さむかわジュニア司書活動 

事 業 名 実施日・場所 内   容 

さむかわジュ
ニア司書活動 

➀１０月９日（土） 

②１１月１３日（土） 

③１１月２８日（日） 

④１２月５日（日） 

⑤１２月１１日（土） 

⑥１２月１９日（日） 

⑦３月１２日（土） 

 

３階会議室ほか 

さむかわジュニア司書２期３期生のイベント等
への参加活動。 

➀ブックキャラバン参加選書体験（参加：３名） 
②新春福袋用新聞ばっぐ作り（参加者：２名） 
③クリスマスツリーの飾り付け、展示準備 

（参加者：１名） 
④展示設置（参加者：３名） 
⑤新春福袋用の本の選定（参加者：３名） 
⑥子ども映画会の補助と鑑賞（参加者：２名） 
⑦おはなし会の練習とジュニア司書会議 
 （参加者：１名） 
※２月に予定していた活動はまん延防止等重点
措置発令の為中止。 
 

 
◆新春図書館福袋 

事 業 名 実施日・場所 内    容 

新春図書館福
袋 

 

 

１月４日(火) 

  ～１月８日（木） 

１階（カウンター前） 

テーマにそった図書を３点ずつ福袋としてラッ
ピングして貸出。新聞バッグと手作りのしおり
を利用者に配付。 

福袋：９１袋 

 

 

 

事 業 名 実施日・場所 内    容 

俳句ポスト 

 

 

 

 

 

４月１日（水）～ 

 

 

現代俳句協会の「俳句ポスト」を設置。毎月のお
題のほか、３か月毎の地貌季語（季節についての
お題）も募集した。優秀句は雑誌「現代俳句」に
掲載され図書館でも掲示し紹介。 

投句 ：４７６句 

優秀句：３８句（うち特選１句、佳作１２句） 

事 業 名 実施日・場所 内   容 

わくわく 

読書マラソン 

７月２１日（水） 

～８月３１日（火） 

夏休み期間中に読んだマンガ以外の本をカード
に記入し、スタンプを集める。１０冊読んだ児
童には認定証を発行する。 

参加賞としてしおりを配付。 

参加人数：３２３名（町内小学生３１０名、そ
の他１３名） 

おすすめ 

カード 

７月２１日（水） 

～８月３１日（火） 

対象：小学生 

自分が友達に勧めたい本をカードに書いて提
出。総合図書館内に掲示する。 

参加人数：９５名 
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◆学校・団体との連携事業 
事 業 名 実施日・場所 内    容 

子育て支援セ
ンター出張わ
らべうた 

 

 

 

６月２４日(水) 

１０月２８日（木） 

子育て支援センター 

寒川町子育て支援センターとの共催イベントと
して、「わらべうたって、どんなうたがあるの？
どんな時にうたえば良いの？」という疑問に応
えるべく図書館スタッフが出張。わらべうたと
ブックトークを行う。 

対象：赤ちゃんとその保護者 

６月２４日  参加者：７組１４名 

１０月２８日 参加者：８組１６名 

出張ビブリオ
バトル 

２月２４日（木） 

 

寒川東中学校 

寒川東中学校に出向き、図書委員活動の時間に
ビブリオバトルを行った。スタッフが司会進行
を行い図書委員の代表３名がバトルをする形
式。図書委員との交流を行った。 

参加生徒：１４名  教員：５名 

 
◆読書通帳 

事 業 名 実施日・場所 内   容 

読書通帳 

 

 

 

 

 

４月１日（水）～ 

  ３月３１日（木） 

１階 

寒川総合図書館オリジナル読書通帳（ダウンロ
ード版含む）を、大人用、子ども用の２種類作
成し、総合図書館、南部分室、北部分室で希望
者に配布した。 

５月からは１５周年記念限定版を大人用子ども
用各１００冊配付。 

子ども用には通帳が１冊終了するごとに記念品
のプレゼントを実施した。 

配布数（限定版含）：大人用１２６冊 

子ども用２６６冊 

 
◆映画会 

事 業 名 実施日・場所 内  容・参加者 

映画会 

ライブラリー
シネマ 

SAMUKAWA 

 

 

 

 

（子ども向け） 

➀７月３０日（金） 

②１１月１９日（日） 

（おとな向け） 

③１月２０日（木） 

④３月１７日（木） 

 

３階会議室 

定期的に映画会を開催。 

➀「忍たま乱太郎の宇宙大冒険ｗｉｔｈコズミ
ックフロント☆ネクスト地球の段はやぶさ
の段」     参加者：１５名 

②「スノーホワイト」 参加者：７名 
③「駅馬車」     参加者：８名 
④「天使のいる図書館」参加者：８名 

バリアフリー
映画会 

１１月２１日（日） 

 

３階会議室 

字幕、音声ガイド付きのバリアフリー映画会と
して「ハンサムスーツ」を上映。町の福祉課か
ら町内の福祉施設を対象にＰＲをしていただ
き、障がい者優先で参加者を募集。 

参加者：聴覚障害の方１名＋付き添い１名 

    一般８名 
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◆展示事業 

 

◇企画展示（６ テーマ） 
回 日 程 テーマ (展示タイトル数・貸出冊数) 

１ 

 

４月８日（木） 

～６月３０日（水） 

「たてもの探訪」 

２８２タイトル 貸出５３４冊 

２ 

 

７月２１日（水） 

  ～９月５日（日） 

「女性と子どもの戦争と平和」 

１９４タイトル 貸出１７５冊 

３ 

 

７月２１日（水） 

  ～９月５日（日） 

「忘れられない 1 冊と出会う夏」 

２６２タイトル 貸出４０３冊  

４ 

 

１１月２日（火） 

～１１月３０日（火） 

「障がい者の暮らし」（福祉課共催） 

８１タイトル 貸出５７冊 

５ 

 

１２月１４日（火） 

～１２月１９日（水） 

「北朝鮮人権侵害問題特定失踪者パネル展示」 

２９タイトル 貸出３冊 

６ １月９日（日） 

 ～３月１５日（火） 

「地球で生きる動物を知ろう！」 

４２８タイトル 貸出５７１冊 

事 業 名 場 所 内      容 

企画展示 

 

  

１階（企画展示室） 

 

内容：図書館の資料を様々な角度から紹介。 

児童対象の資料も展示。 

実績：６テーマ 

絵本小規模 

企画展示 

 

１階（絵本書架） 内容：隔週毎にテーマを決めた絵本や子供雑誌の
ミニ展示。 

実績：２２テーマ 

視聴覚資料 

ＣＤ展示 

２階 

（視聴覚コーナー） 

内容：隔月毎にテーマを決めたＣＤのミニ展示。 

実績：６テーマ 

YA（ヤングア
ダルト）展示 

１階 

（階段横コーナー） 

内容：中高校生が関心のあるテーマで関連図書を
展示。 

実績：６テーマ 

児童図書展示 

 

 

１階 

（児童コーナー） 

内容：児童向きのテーマや作家の図書の他、青少
年読書感想文全国コンクール（社団法人全
国学校図書館協議会と毎日新聞主催）の課
題図書を展示。 

実績：６テーマ 

ミニ展示 

 

１階（雑誌棚横） 

 

内容：小さなトピックスを柱の横や小さなスペー
スで展示。 

実績：８テーマ 

複合展示 

 

 

１階（フロア） 内容：テーマに関連する図書資料や視聴覚資料 
  （ＣＤ・ＤＶＤ）、町役場とのコラボ展示。 

実績：７テーマ 

井上有一 

常設展示 

２階（参考閲覧室） 内容：寒川町ゆかりの書家・井上有一の書、 

ポスター、関連図書を常設展示。 

北部分室展示 北部分室 内容：季節などをテーマとして関連図書を展示。 

実績：９テーマ 

南部分室展示 南部分室 内容：季節などをテーマとして関連図書を展示。 

実績：９テーマ 
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◇絵本小規模企画展示（２ ２ テーマ） 
 ※展示点数・貸出冊数実績は７月２５日より集計。 
回 日 程 テーマ (展示タイトル数・貸出冊数) 

１ ４月４日（日） 

～４月１７日（土） 

「いってきま～す！」 

２ ４月１８日（日） 

～５月１５日（土） 

「いくつのえほん」 

３ ５月１６日（日） 

～６月６日（日） 

「雑誌『こどものとも』」 

４ ５月３０日（日） 

～６月６日（日） 

「ありがとうエリックカールさん」（追悼展示） 

５ ６月１３日（日） 

～６月２６日（土） 

「かぞくの本」 

６ ６月２７日（日） 

～７月１０日（土） 

「雨の本・水の本」 

７ ７月１１日（日） 

～７月２４日（土） 

「雑誌『たくさんのふしぎ』」 

８ ７月２５日（日） 

 ～８月２７日（金） 

「夏の本」 

２８２タイトル 貸出７０５冊 

９ ８月２８日（土） 

  ～９月１０日（金） 

「乗り物の本」 

１２４タイトル 貸出１８７冊 

１０ ９月１１日（土） 

  ～９月２４日（金） 

「大好きおじいちゃん・おばあちゃん」 

９４タイトル  貸出１２４冊 

１１ ９月２５日（土） 

  ～１０月８日（金） 

「おつきさま・おほしさまの本」 

１１３タイトル 貸出１２８冊 

１２ １０月９日（土） 

 ～１０月２２日（金） 

「よ～いどん！」 

１１１タイトル 貸出１２３冊 

１３ １０月２３日（土） 

  ～１１月５日（金） 

「秋色の本」 

１６２タイトル 貸出１８３冊 

１４ １１月６日（土） 

 ～１１月１９日（金） 

「雑誌『こどものとも０．１．２』」 

１１４タイトル 貸出１１０冊 

１５ １１月２０日（土） 

  ～１２月３日（金） 

「食べものの本」 

２２０タイトル 貸出２３５冊 

１６ １２月４日（土） 

 ～１２月２４日（金） 

「クリスマス」 

２５３タイトル 貸出４１８冊 

１７ １２月２５日（土） 

  ～１月１４日（金） 

「冬の本」 

１６７タイトル 貸出２４２冊 

１８ １月１５日（土） 

  ～１月２８日（金） 

「世界のおはなし」 

８６タイトル  貸出７５冊 

１９ １月２９日（土） 

  ～２月１８日（金） 

「雑誌『かがくのとも・ちいさなかがくのとも』」 

１３７タイトル 貸出１６２冊 

２０ ２月１９日（土） 

   ～３月４日（金） 

「にほんのおはなし」 

８５タイトル  貸出８７冊 

２１ ３月５日（土） 

  ～３月１８日（金） 

「うさぎのおはなし・くまのおはなし」 

１６１タイトル 貸出２１４冊 

２２ ３月１９日（土） 

   ～４月１日（金） 

「お花のおはなし」 

１１７タイトル 貸出８７冊 
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◇視聴覚資料Ｃ Ｄ 展示（６ テーマ） 
回 日 程 テーマ (展示タイトル数・貸出枚数) 

１ ４月１日（木） 

 ～５月３０日（日） 

「大人の JAZZ」 

９タイトル   貸出４３枚   

２ ６月１日（火） 

 ～７月３１日（土） 

「日本再発見！みんなで楽しもう！」 

９タイトル   貸出１８枚 

３ ８月１日（日） 

～９月２９日（水） 

「シネマ音楽」 

９タイトル   貸出４０枚 

４ １０月１日（金） 

～１１月３０日（火） 

「からだを動かそう！」 

９タイトル   貸出１１枚 

５ １２月１日（水） 

 ～３月３１日（水） 

「歌うま♪Japanese Singer」 

９タイトル   貸出４１枚 

６ 

 

２月１日（火） 

 ～４月１５日（金） 

「癒しの音色」： 

９タイトル   貸出２９枚 

 
  ◇YA（ヤングアダルト ）展示（６ テーマ） 

回 日 程 テーマ (展示タイトル数・貸出冊数) 

１ 

 

３月２０日（土） 

 ～６月２９日（火） 

「夢に向かって」 

１９７タイトル  貸出５０７冊 

２ 

 

７月８日（木） 

  ～９月７日（火） 

「メカ・メカ」 
ＰＯＰ’ｎだ～なくん第１１号コラボ展示 

１５１タイトル  貸出３１５冊 

３ 

 

９月１０日（金） 

～１１月１０日（水） 

「Ｓｃｈｏｏｌ Ｄａｙ’s」 
１９０タイトル  貸出４８７冊 

４ 

 

１１月１３日（土） 

～１月１２日（水） 

「知って得する♪デジタル入門」 

１４９タイトル  貸出３７６冊 

５ １月１５日（土） 

～３月２３日（水） 

「きみの推し本を見つけよう！」 
１８５タイトル  貸出５４４冊 

６ ３月２４日（木） 

 ～６月３０日（木） 

「武士の世のはじまり～梶原景時と鎌倉幕府～」 
１３５タイトル  貸出４０６冊 

 

  ◇児童展示（６ テーマ） 

回 日 程 テーマ（展示タイトル数・貸出冊数） 

１ 

 

３月５日（金） 

～４月６日（火） 

「ホップ・ステップ・ジャンプ」 

３２タイトル   貸出３８冊 

２ 

 

４月１５日（木） 

～５月３０日（日） 

「としょかんの使い方」 

２６タイトル   貸出２４冊 

３ 

 

６月１７日（木） 

～９月５日（日） 

「課題図書・神奈川県夏のすいせん図書 
・神奈川県優良図書」 

７５タイトル   貸出４３２冊 

４ １２月１６日（木） 

  ～１月６日（木） 

「冬休み何をする？」 

３８タイトル   貸出３６冊 

５ １月２０日（木） 

  ～３月８日（火） 

「お菓子いろいろ」 

３０タイトル   貸出５９冊 

６ ３月１７日（木） 

 ～４月２０日（水） 

「はじめの一歩」 

６２タイトル   貸出１１０冊 
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 ◇ミニ展示（８ テーマ） 

回 日 程 テーマ（展示タイトル数・貸出冊数） 

１ 

 

３月２０日（土） 

  ～４月２９日（木） 

「本が泣いているよ」 

※汚破損資料やその様子を写した写真を展示 

２ 

 

５月１日（土） 

  ～５月３０日（日） 

「生物多様性ってなぁに？わたしたちができること」 

５５タイトル  貸出８１冊   

３ 

 

６月３日（木） 

 ～８月１２日（木） 

「大人の絵本～大人も楽しめる絵本集めました～」 

１３３タイトル 貸出３８０冊 

４ 

 

８月１４日（土） 

  ～１０月６日（水） 

「今こそ災害に備えよう！」 

１１３タイトル 貸出２４０冊 

５ 

 

１０月７日（木） 

～１０月２１日（木） 

「笑顔でつなぐ家族のカタチ」 

５５タイトル  貸出２２冊 

６ １０月２３日（土） 

～１１月３０日（火） 

「今でしょ！ハンドメイドに挑戦」 
７１タイトル  貸出７９冊 

７ １２月１日（水） 

 ～１２月２８日（火） 

「ストップ、地球温暖化～地球にやさしく～」 
７６タイトル  貸出１０６冊 

８ １月８日（土） 

  ～４月１３日（水） 

「いつか行きたい絶景スポット」 
１３８タイトル 貸出５７５冊 

 

   ◇複合展示（７ テーマ） 

回 日 程 テーマ(展示タイトル数・貸出冊数) 

１ 

 

１月３０日（土） 

～４月６日（火） 

「映像化作品を楽しもう！」 

２６７タイトル  貸出７０７冊  

２ 

 

４月９日（金） 

～７月４日（日） 

「ＧｏＴｏ読書」 

２５８タイトル  貸出７５２冊  

３ 

 

７月９日（土） 

～９月８日（水） 

「Fight！スポーツ！！」 

１７０タイトル  貸出２５９冊 

４ 

 

９月９日（木） 

～９月２８日（火） 

「なつかしのシネマ」 

５５タイトル   貸出４４冊 

５ 

 

１０月６日（水） 

～１１月３０日（火） 

「ひと棚図書館」 

２５７タイトル  貸出５３５冊  

６ 

 

１２月３日（金） 

 ～２月１日（火） 

「おうち時間を楽しむ」 

２６９タイトル  貸出７４９冊 

７ ２月４日（金） 

 ～４月１３日（水） 

「世界は素敵な詩であふれている」 

１７６タイトル  貸出１３７冊 

 

   ◇北部分室 展示（９ テーマ） 

回 日 程 テーマ(展示タイトル数・貸出冊数) 

１ 

 

４月１日（木） 

  ～４月２９日（木） 

「やってみよう！」 

３１タイトル   貸出１０冊 

２ 

 

５月１日（土） 

  ～５月２９日（土） 

「おでかけしましょ」 

２４タイトル   貸出７冊 

３ 

 

６月１日（火） 

～６月２９日（火） 

「読書日和」 

２７タイトル   貸出７冊 

４ 

 

７月１日（木） 

  ～８月２９日（日） 

「夏を元気に！」 

２７タイトル   貸出２０冊 

５ 

 

９月１日（水） 

  ～９月２９日（水） 

「やっぱりいいね！時代小説～女性作家編～」 

２１タイトル   貸出１１冊 
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６ 

 

１０月１日（金） 

 ～１１月２８日（日） 

「趣味の世界」 

２７タイトル   貸出６冊 

７ 

 

１２月１日（水）  

  ～１月２９日（土） 

「あたたかく過ごす」 

２９タイトル   貸出１８冊 

８ ２月１日（火） 

  ～２月２６日（土） 

「おうちでおはなし会」 

３５タイトル   貸出１２冊 

９ ３月１日（火） 

  ～３月３０日（水） 

「春を楽しむ」 

２７タイトル   貸出１０冊 

 

   ◇南部分室 展示（９ テーマ） 

回 日 程 テーマ(展示タイトル数・貸出冊数) 

１ 

 

４月１日（木） 

  ～４月２９日（木） 

「新しいことをはじめましょう」 

４１タイトル   貸出１４冊 

２ 

 

５月１日（土） 

  ～５月２９日（土） 

「レッツゴー！」 

３９タイトル   貸出２０冊 

３ 

 

６月１日（火） 

  ～６月２９日（火） 

「雨を楽しもう！」 

４５タイトル   貸出１９冊 

４ 

 

７月１日（木） 

  ～８月２９日（日） 

「暑さに負けない！」 

４５タイトル   貸出５０冊 

５ 

 

９月１日（水） 

  ～９月２９日（水） 

「今日は時代小説の気分♪～男性作家編～」 

４５タイトル   貸出３１冊 

６ 

 

１０月１日（金） 

 ～１１月２８日（日） 

「手作りしてみよう」 

３９タイトル   貸出２０冊 

７ 

 

１２月１日（水） 

  ～１月２９日（土） 

「冬でもぽかぽか」 

４２タイトル   貸出３２冊 

８ ２月１日（火） 

  ～２月２６日（土） 

「よんで よんで♪」 

４３タイトル   貸出２７冊 

９ ３月１日（火） 

  ～３月３０日（水） 

「もうすぐ春ですね」 

３７タイトル   貸出３８冊 

   

◇その他展示（２ ５ テーマ） 

回 日 程 テーマ(展示タイトル数・貸出冊数) 

１ 

 

３月５日（金） 

   ～５月５日（水） 

「Ｎａｔｕｒｅ～植物編～」 
ＰＯＰ’ｎだ～なくん第１０号コラボ展示 
身近な自然の植物と春の季節を感じられる展示。 
２２３タイトル  貸出６７５冊 

２ 

 

５月７日（金） 

  ～７月１５日（木） 

「としょかん川柳」 

としょかん川柳の応募推進の為、関連資料の展示。 

１０８タイトル  貸出２２０冊 

３ 

 

６月２４日（木） 

  ～７月２７日（火） 

「パンダのあかちゃんお誕生おめでとう」 

上野動物園の双子のパンダ誕生を祝う展示。 

３３タイトル   貸出５０冊 

４ 

 

６月２５日（金） 

  ～７月１４日（水） 

「立花隆さん追悼展示」 
３０タイトル   貸出２９冊 

５ 

 

７月１７日（土） 

   ～９月８日（水） 

「夏休み宿題おたすけブック」 
夏休みの宿題に役立つ本と工作見本などを展示。 
２１４タイトル  貸出５１９冊 
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６ 

 

７月１７日（土） 

  ～９月３０日（水） 

「としょかん川柳」 
応募箱と共に場所を変えて関連資料を展示。 
５４タイトル   貸出８７冊 

７ ７月１７日（土） 

  ～８月１９日（木） 

「平和パネル展示」 
※町民窓口課提供の第五福竜丸関連のパネル展示。 

８ ７月２３日（金） 

   ～９月５日（日） 

「那須正幹さん追悼展示」 
※開催中の企画展示室内で紹介。 

９ ８月２０日（金） 

  ～９月２１日（火） 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」 
３４タイトル   貸出５１冊 

１０ ８月２６日（木） 

   ～９月９日（木） 

「高橋三千綱さん追悼展示」 
１６タイトル   貸出６冊 

１１ ９月１０日（金） 

  ～１０月７日（木） 

「相模線１００周年電車フェス★」 
相模線開通１００周年を記念した文書館・図書館共
同展示。 
１５８タイトル  貸出２４０冊 

１２ １０月８日（金） 

  ～１２月３日（金） 

「布おもちゃとえほんの世界」 
ボランティアグループピーターパンクラブのみな
さんが作った布おもちゃと共に関連書籍を展示。 
１３３タイトル  貸出２８３冊 

１３ １０月２０日（水） 

  ～１１月３日（水） 

「山本文緒さん追悼展示」 
１８タイトル   貸出２１冊 

１４ １１月１０日（水） 

 ～１１月３０日（火） 

「パートナーからの暴力に悩んでいませんか～女
性に対する暴力をなくす運動～」 
町民窓口課共催展示。 
２０タイトル   貸出１５冊 

１５ １１月１２日（金） 

  ～１２月２日（木） 

「瀬戸内寂聴さん追悼展示」 
９０タイトル   貸出９９冊 

１６ １２月４日（土） 

 ～１２月１８日（土） 

「中村吉右衛門さん追悼展示」 
１５タイトル   貸出５冊 

１７ １２月５日（日） 

   ～２月３日（木） 

「異世界ファンタジー」 
ＰＯＰ’ｎだ～なくん第１２号コラボ展示。 
１７１タイトル  貸出１９２冊 

１８ １月４日（火） 

   ～１月８日（土） 

「新春図書館福袋」 
２７３タイトル  貸出２７３冊 

１９ １月１３日（木） 

  ～３月２９日（火） 

「梶原景時と鎌倉幕府」 
寒川ゆかりの武将梶原景時関連の展示。 
１１２タイトル  貸出２４５冊 

２０ １月１４日（金） 

   ～２月１日（火） 

「笹本稜平さん追悼展示」 
２７タイトル   貸出２９冊 

２１ ２月３日（木） 

  ～２月１７日（木） 

「石原慎太郎さん追悼展示」 
２８タイトル   貸出３４冊 

２２ ２月３日（木） 

  ～２月１７日（木） 

「松岡享子さん追悼展示」 
１９タイトル   貸出７冊 

２３ ３月５日（土） 

  ～５月１０日（火） 

「おうちで Museum」 
ＰＯＰ’ｎだ～なくん第１３号コラボ展示。 
６７タイトル   貸出２１１冊 

２４ ３月８日（火） 

  ～３月２２日（火） 

「西村京太郎さん追悼展示」 
２１タイトル   貸出２１冊 
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２５ ３月２６日（土） 

  ～６月３０日（水） 

「科学道+（プラス）」 
１１８タイトル  貸出３７６冊 

 

 ◆本の読みきかせ 
  新型コロナウイルス感染症対策のため、次の期間はおはなし会を中止しました。 
   ８月７日～９月２２日、１月２６日～３月２３日 
   （夏のスペシャルおはなし会含む） 

 事 業 名  実施日・場所等          内      容 

おはなし会
(定例) 

 

 

毎月第１・第３土曜日 

11:00～11:20 

会議室 

予約制５組 

対 象：幼児、児童、または親子 

内 容：毎月第１・第３土曜日、職員による絵
本の読みきかせ（年間１３回実施） 

参加者：延べ７５名(１回あたり約６名) 

おひざにだ
っこのおは
なし会（定
例） 

毎月第４水曜日 

11:00～11:20 

会議室 

予約制５組 

対 象：０歳～２歳児とその保護者 

内 容：職員によるわらべうたと絵本の読みき
かせ（年間８回実施） 

参加者：延べ７５名(１回あたり約９名)  

真夏の夜の
おはなし会 

７月３１日（土） 

 

対象：小学生以上 

内容：閉館後、紙芝居や地域の民話などの怖い 

   おはなしを３作品朗読。 

参加者：１０組（子ども１５名、大人１０名） 

青空おはな
し会 

１１月１３日（土） 

ルーフバルコニー 

対象：幼児、児童、または親子 

内容：ルーフバルコニーに椅子を設置し、室外 

   でのおはなし会を開催。 

参加者：４組（子ども５名、大人４名） 

ぬいぐるみ
おとまり会 

１２月３日（金） 

～１２月４日（土） 

対象：３歳から小学 2 年生とその保護者 

内容：ぬいぐるみといっしょにおはなし会に参 

   加。ぬいぐるみは図書館にお泊りし、 
翌日ぬいぐるみが選んだ絵本を１冊貸
出し、記念のアルバムを渡す。 

参加者：４組（子ども７名、大人４名） 

クリスマス
スペシャル
おはなし会 

１２月２５日（土） 対象：幼児、児童、または親子 

内容：クリスマスに合わせた絵本や紙芝居の 

   読み聞かせ。手作りクリスマスカードの 

   キットを配付。 

参加者：５組（子ども９名、大人４名） 

大人の 

朗読会 

１０月２３日（土） 対象：高校生以上 

内容：大人向けの朗読を実施。 

   「万能スパイ用品」ほか３タイトル 

参加者：１４名 

 

  ◇おはなし会（定例） 

回 実施日 
参加者
（人） 

演目数
（点） 

主なタイトル 

１ ４月３日 ６ ５ 『よもぎだんごぺったん』 

２ ４月１７日 ６ ５ 『おべんとうバス』 

３ ５月１日 １１ ５ 『はるのごほうび』 

４ ５月１５日 ２ ４ 『どれにしようかな』 

５ ６月５日 ８ ５ 『もくもくやかん』 
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６ ６月１９日 ２ ５ 『まんまるだあれ』 

７ ７月３日 ２ ５ 『ひまわり』 

８ ７月１７日 ４ ５ 『なつのいちにち』 

９ １０月２日 ５ ４ 『おちばきょうそう』 

１０ １０月１６日 ３ ５ 『ちゃんぷくおばけ』 

１１ １１月６日 １０ ５ 『キス・スキ』 

１２ １２月４日 １０ ５ 『アルパカパカパカやってきて』 

１３ １月１５日 ６ ４ 『ゆきのひ』 

計 １３回 ７５ ６２ － 

 １回平均  ６ ５     － 

 

  ◇おひざにだっこのおはなし会（定例） 

回 実施日 
参加者 

（人） 

演目数 

（点） 
主なタイトル 

１ ４月２８日 １０ ８ 『おおきいのちいさいの』 

２ ５月２６日 １０ ８ 『こちょばここちょばこ』 

３ ６月２３日 ６ ８ 『やさいさん』 

４ ７月２８日 ９ ８ 『ぺんぎんたいそう』 

５ １０月２７日 １０ ８ 『どんぐりころちゃん』 

６ １１月２４日 １０ ９ 『だるまさんの』 

７ １２月２２日 １０ ８ 『さんかくサンタ』 

８  ３月２３日 １０ ９ 『もこもこもこ』 

計 ８回 ７５ ６６ － 

 １回平均 ９   ８  － 

 
◆職場体験等 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、次の体験等は中止しました。 

   ・中学校職場体験 

   ・高校生インターンシップ 

   ・神奈川県教員５年目経験者職場研修 

   ・養護学校就業体験 

 

◆児童体験(図書館たんけん) 

受 入 実 施 日 クラス・人数 内  容 

南小学校 
（３年生） 

６月２３日（水） ３クラス 南部公民館の施設見学に伴う南
部分室の見学。 

南小学校 
（５年生） 

６月３０日（水） ３クラス 入口のスロープや点字サインな
どバリアフリーに関する施設見
学。 

寒川小学校 
（３年生） 

７月１５日（木） ３クラス 
８３名 

図書館についての説明と館内見
学。 

一之宮小学校 
（２年生） 

１１月４日（木） ２クラス 
６４名 

図書館・文書館についての説明
と館内見学、貸出体験。 

小谷小学校 
（２年生） 

１１月１８日（木） ２クラス 
７０名 

南小学校 
（２年生） 

１２月１０日（金） ３クラス 
１０６名 
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◆職場訪問等 
受 入 実施日 参加人数 内  容 

アレセイア湘南
中学校 
（２年生） 

２月１８日（金） １名 ＺＯＯＭによるオンラインでの
職業インタビュー。 

 

◆広報事業 
項 目 発行日等 内  容 

ホームページ 

（ＰＣ版、モバイル
版） 

 随時更新 

 

開館カレンダー、蔵書検索、新着・貸出予約資
料情報、利用案内、お知らせ、子どもページ等、
月平均１１回更新。 

「十進王国キャラクター」の紹介ページをホー
ムページ上に新設。 

HAPPY だ～な通信 

（旧図書館だより） 

 

４月１０日 

 

 

「１５周年アニバーサリーyear」企画の紹介、
企画展示や複合展示の紹介、十進王国物語キャ
ラクター紹介、スタッフおすすめ本紹介。 

７月１０日 今年は開催「わくわく読書マラソン」、夏休み
イベント告知、スタッフおすすめ本の紹介。 

１０月１０日 開館記念日「図書館のあゆみ」、アニバーサリ
ー企画の紹介、秋冬のイベント告知、スタッフ
おすすめ本の紹介。 

１月２０日 寒川総合図書館オリジナル「十進王国かるた」
完成のお知らせ、図書館展示コーナーの紹介、
これからのイベント情報、スタッフおすすめ本
の紹介。 

POP’n だ～なくん 

【中高生向け】 

（旧だ～な通信） 

７月７日 「メカ・メカ」 

 

１２月５日 「異世界＆ファンタジー」 

 

 ３月５日 「おうちで Museum」 

 

公式 Twitter  図書館からのお知らせやイベント情報を発信。
月平均２１回更新。 

公式 Instagram  図書館からのお知らせやイベント情報を発信。
月平均１０回更新。 

メディア掲載 新聞 

 

①「重さもサイズも実物と一緒」パンダのあか
ちゃんお誕生日おめでとう展示の告知。 

 ７月２３日（金） 

タウンニュース寒川版 

  ②「本を借りたらおみくじどうぞ」図書  

 館オリジナル『図書館みくじ』配付の告知。 

 ８月２７日（金） 

 タウンニュース寒川版 
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  ③「きょうはお泊り会」図書館のぬいぐるみお
とまり会紹介。 

 １２月１７日（金） 

タウンニュース寒川版 

 インターネット 
ラジオ 

 

インターネットラジオ局「ＮＰＯ法人湘南さむ
かわラジオ」に図書館として毎月１～２回３０
分の番組枠で展示やイベントなどを告知。 

出演：２３回 

 
◆雑誌スポンサー制度 

提供企業 提供雑誌 提供開始時期 
アズビル株式会社 
湘南工場 

サンキュ！ 平成２８年４月 
旅の手帖 平成２８年４月 

東京応化工業株式会社 子供の科学 平成２８年４月 
Newton 平成２８年４月 

 
◆ボランティ アによる事業協力 
➀読み聞かせボランティア（登録人数１２名） 
 第１、３土曜日『土曜日おはなし会』の担当。 
 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、次の期間はボランティア活動を中止しま

した。４月～１２月、２月～３月 
◇おはなし会  

実施日 
ボランティ
ア参加人数 

演目数 主なタイトル 

１月１５日（土） ２人 ４ 『ゆきのひ』 

 
◇ボランティア全体会 

実施日 参加人数 内  容 

１１月１９日（金） ８人 
今後のおはなし会の開催説明と担当決め。ボランテ
ィア同士の交流。 

２月２５日（金） ７人 
来年度の登録更新手続きと日程確認。おはなし会の
開催状況の情報共有を行った。 

 
②配架書架整理（登録人数１４名） 
 毎週火曜日、金曜日午前中に書架整理・配架を実施。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、４月～１２月の期間はボランティア活動
を中止しました。 

◇書架整理活動日 （ボランティア参加１７回 延べ３７人） 
活動日 人数 活動日 人数 活動日 人数 

１月１１日 １ ２月８日 １ ３月１日 ２ 
１月１４日 ４ ２月１５日 ３ ３月４日 １ 
１月２１日 ３ ２月１８日 ２ ３月８日 ３ 
１月２５日 ３ ２月２２日 ２ ３月１１日 １ 
  ２月２５日 ３ ３月１５日 ２ 
    ３月１８日 １ 
    ３月２５日 ３ 
    ３月２９日 ２ 
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◇ボランティア全体会 
実施日 参加人数 内  容 

３月２５日（金） ６人 
1 月から再開した活動についての確認事項と来年度
の継続手続き。意見交換など。 

 
◆資料管理 

 業務区分  実施日・場所等            内    容 

資料管理 

 

 

 

図書整理法 

 

 

 

資料分類：ＮＤＣ新訂９版 

目録規則：ＮＣＲ新版予備版 

図書装備：(株)図書館流通センター委託 

ＭＡＲＣ：ＴＲＣ ＭＡＲＣ Ｔタイプ 

資料選定 

 

 

毎週金曜日 

 

３階事務室 

選定方法：総合図書館資料選定会議 

選定基準：寒川総合図書館資料収集方針 

     寒川総合図書館資料選定基準 

資料購入 

 

 

 

図書及び視聴覚資料 

 

 

購入内容：図書(児童書、絵本、紙芝居含む) 

     視聴覚資料(ＣＤ、ＤＶＤ) 

購入方法：(株)図書館流通センター 

          新刊全点案内で選書し装備後納品 

蔵書点検 

 

 

 

 

①５月２５日（火） 
～５月２９日（土） 
総合図書館閉架書庫 
②６月７日（火） 

～６月１２日（土） 
総合図書館開架書庫 
③１０月１１日(月) 
～１０月１２日(火) 
北部分室、南部分室 

点検内容：全図書館資料をスキャナでなぞり込み 
     不明資料探索及び書架整理 
     ＩＣタグ不具合点検 
 
点検結果： 

①不明資料 ５点 内、新規  ５点 
②不明資料９９点 内、新規 ５０点 
③不明資料 ９点 内、新規   １点 

督促 

 

 

 

 

 

①毎週、木曜日・日
曜日（予約有資料） 

 

督促方法 

①予約のある資料については木曜日、日曜日にメー
ルおよび電話で督促。 

②毎月月末 

 内訳は下記 

②長期延滞者へ電話、督促葉書発送又はメール送信。 

第１次督促 

 

督促対象：返却期限日から３０日延滞 

対象数：４１４人、１，３３９点 

電話督促 

 

督促対象：返却期限日から６０日延滞 

対象数：１０５人、３３３点   

第２次督促 

 

督促対象：返却期限日から９０日延滞 

対象数：２８人、８２点 

 返却期限日を１２０日過ぎても返却されない場合
は、寒川総合図書館管理運営規則第１１条に基づき、
当該利用者の貸出停止。 

 第３次督促 

   

督促対象：返却期限日から１８０日延滞 

対象者数：１５人、７０点 

利用者 

サービス 

県内公共図書館等 

 

  

県内公共図書館間の資料相互貸借 

 ３，０１７冊貸出、９７２冊借受 

  （詳しくは統計ページを参照） 

 

 


