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１．潮来市の概況 

 

■位置と地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■潮来市の沿革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮来市は茨城県東南部に位置し、北は行方市、南は神栖市、東

は鹿嶋市、西は千葉県香取市に面しています。位置は、おおむね

東経 140°30′から 140°36′で、北緯 35°54′から 35°59′に

あり、面積は、71.41k㎡です。 

  東西が約 12km、南北が 13kmにあり、北部には海抜約 30mから

40mの行方台地が南北に続いています。東部は北浦に面し、西部

は霞ヶ浦と常陸利根川、南部は外浪逆浦というように、水辺に囲

まれた自然豊かなまちです。 

  気候は、四季を通じて穏やかで、夏涼しく冬穏やかな海洋性

の気候となっています。 

(※平成 21年 3月 10日付け総務省告示第 120号により、霞ヶ浦、

北浦及び鰐川の水面境界が確定し、本市の面積が 68.35k㎡から

71.41k㎡に変更となりました。) 

明治 4 年の廃藩置県によって現在の茨城県内に 15 の県ができ、水戸藩から新治県の所管となり

ました。明治 8 年には、茨城県、新治県と千葉県の一部が統合されて茨城県ができ、同 11 年には

行方郡となりました。 明治 22 年の町村制実施により、潮来村が大洲村と合併して潮来町として

発足し、牛堀、永山、堀之内、茂木、清水の各村を大字とした香澄村と、島須、上戸の両村を そ

れぞれ大字とした八代村が組織されました。 

その後、農地改革、戦後の経済復興を経て、昭

和 28 年の町村合併促進法に基づき、昭和 30 年に

潮来町、津知村、延方村、大生原村の 1 町 3 村が

合併して潮来町が誕生し、香澄村、八代村の両村

が合併して牛堀村となり、さらに同年町制が施行

されて牛堀町となりました。 そして、平成 13 年

4 月 1 日、潮来町と牛堀町が合併して新潮来町と

なり、同日付けで市制を施行し、潮来市となりま

した。 
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２．潮来市立図書館の紹介 

２－１．沿 革 

平成１３年 ４月 １日 潮来市誕生。（潮来町と牛堀町が合併） 

［茨城県新市町村づくり支援事業の検討経緯（平成９年２月潮来・牛堀広域事務研究会～）］ 

合併協議会や公共施設整備検討委員会、庁舎検討委員会などの市民参画の中で、美術館構想や新庁舎

を複合した文化ホール事業などと共に検討が進められ、最終的には、意向調査等における市民要望の高

さ、小学校跡地の有効利用、さらには牛堀地区市街地の活性化などから図書館に決定された。 

 

平成１５年 ６月 ３日 合併記念事業として図書館建設を正式決定。 

 １１月２８日 「潮来市立図書館整備委員会」設置。 

平成１６年 ３月２５日 『潮来市立図書館基本計画』の策定。 

 ５月 ８日 基本・実施設計に着手。 

 １２月２４日 建設工事に着手。（起工式） 

 １２月２８日 「潮来市立図書館資料選定委員会」設置。 

平成１７年 １１月３０日 建設工事完了。 

 １２月１２日 潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例の制定。 

 １２月２２日 潮来市立図書館管理運営規則の制定。 

  潮来市立図書館協議会設置。 

平成１８年 ３月１５日 開館準備のため事務室使用開始。 

 ４月 １日 名誉館長 海老沢勝二就任。 

  奉仕サービス等の一部業務を委託。 

 ５月２３日 開館記念式典を挙行。 

 ５月２７日 開館。（県内５２番目の図書館として利用開始） 

 ９月２３日 貸出冊数１０万冊達成。 

平成１９年 ４月２１日～ 

５月３１日 

開館１周年‘図書館に集まろう月間‘開始。 

 ７月２０日～ 

８月３１日 

‘夏休み読書月間‘開始。 

 １２月 １日 茨城県まちづくりグリーンリボン賞を受賞する。 

 １２月１１日 『潮来市立図書館概要』（年度版）の発行開始。 

平成２０年 ２月２５日 潮来市立図書館管理運営規則の一部改正 

 ３月１３日 貸出冊数５０万冊達成。 

 ５月 １日 中期的図書資料収集方針を策定。 

 ６月 １日 ホームページを更新。 

 ７月 ４日 地区公民館図書室の分館機能に向けた整備を開始。併せて図書室ごと

の資料収集および保存、除籍方針を策定する。（牛堀公民館図書室は

廃止） 

 ７月３１日 第２４回日本図書館協会建築賞を受賞する。 

 ８月 ８日 エルネット放送（文科省教育情報通信ネットワーク）を試験的に提供
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開始。 

 ８月２２日 潮来市立図書館管理運営規則の一部改正。 

 ８月２３日 ビジネス・生活情報支援コーナーの設置。 

 ９月２６日 潮来市子ども読書活動推進計画策定委員会の設置。 

 １０月 １日 定期休館日（月曜日）の祝日開館を開始する。 

平成２１年 ３月２５日 潮来市立図書館資料収集要綱並びに資料の除籍及び処理に関する要

綱の制定。 

 ４月 １日 潮来市立図書館管理運営規則の一部改正。 

 ７月 潮来市立図書館指定管理者選定委員会設置要綱制定。 

潮来市立図書館の指定管理者導入に伴う管理運営方針提出。 

 ９月 潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正。 

潮来市立図書館管理運営規則の一部改正。 

貸出冊数１００万冊達成。 

 １０月 地区公民館図書室との相互貸借事業開始。 

 １２月 潮来市立図書館友の会（ボランティア）の設立。 

平成２２年 ３月 潮来市立図書館管理運営規則の一部改正。 

 ４月 指定管理者制度導入。 

  郷土資料の特別コーナーとして「鹿島アントラーズコーナー」を設置。 

 ７月 地区公民館図書室への巡回貸出事業を開始。 

 ８月 学校図書支援事業として担当者向けに修理修繕研修を実施。 

学校への定期的な団体貸出を開始。 

 ９月 図書館交流事業として川崎市と観光 PR 展を開催。 

 １１月 図書館交流事業として新潟市と観光 PR 展を開催。 

平成２３年 １月 学校図書支援事業として図書管理用システムの提供をする。 

市内学校を対象に巡回貸出事業の提案と説明を行う。 

 ２月 文学イベントとして「絵本作家のぶみさんと遊ぼう」を開催。 

 ３月 学校図書支援事業として巡回貸出のための専用資料を購入。 

  東日本大震災の影響により 3 月 11 日～4 月 10 日まで臨時休館した。 

 ４月 4 月 11 日、図書館再開。開館時間を午前 10 時～午後 5 時とした。 

利用できるスペースは書架スペースの 1 階のみとした。 

 ５月 開館時間を午前 10 時～午後 6 時とし、全館利用可能とした。 

  図書館子どもだより「スマイル」刊行開始。 

 ５月～６月 図書館交流事業として「全国あやめサミット in 図書館」を開催。 

 ８月 図書館ホームページにて雑誌記事新着速報を公開。 

 ９月 市内小学校・中学校への学校巡回貸出事業を開始。 

 １０月 開館時間を通常通り午前 10 時～午後 7 時とした。 

平成２４年 １月 闘病記文庫コーナーを開設。ホームページに専用コンテンツを公開。 

 ３月 潮来市郷土の先人・宮本茶村１５０年祭記念企画展を開催。 

 ４月 「図書館デビュー」事業を開催。（小学１年生に読書ノートを配布） 

 ５月 第 1 期子ども司書講座を開講。（年１０回講座） 
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 ６月 「ミステリーバッグ」事業を開催。（年４回開催。他、11 月、12 月、

3 月（25 年）） 

 ７月 「図書館川柳」事業を開催。 

 ８月 就職無料相談会事業を開始。（毎月第４水曜日開催） 

  起業経営無料相談会事業を開始。（毎月第４日曜日開催） 

 １０月 「図書館でハロウィンパーティー」事業を開催。 

 １１月 「雑誌スポンサー」事業を開始。 

 １２月 潮来市立図書館こどものページ（ホームページ）を新規開設。 

平成２５年 ４月 読書推進事業の一環として市内小学１，２，３年生に読書ノート配布 

 ５月 平成２５年度第２期子ども司書講座開講（年１０回講座） 

 ６月 ビジネス支援事業「就活スキルアップセミナー」開催（年４回） 

 ７月 ナクソスミュージックライブラリーの提供開始 

 ８月 「本とあそぼう 全国訪問おはなし隊」開催（講談社事業） 

平成２６年 ２月 「ゆうぞうお兄さんの絵本ライブ」開催（元 NHK 歌のお兄さん） 

 ３月 消費生活講座「安全安心くらしのセミナー」開催 

 ４月 読書推進事業の一環として市内小学１，２，３年生に読書ノート配布 

 ５月 平成２６年度潮来市立図書館まつり開催 

  平成２６年度第３期子ども司書講座開講（年１０回講座） 

  お悩み解決！ビジネスセミナー開催（年３回） 

 ７月 ＰＯＰコンテスト開催 

 ８月 学校図書館支援事業の一環として担当者向けのブックコート講習開

催。学校図書館用システムの製作と提供。 

  清真学園高等学校中学校との共催による「サイエンスラボ in 図書館」

を開催 

  茨城県立歴史館共催事業「勾玉つくり体験」開催 

 １０月 市役所庁内への図書巡回貸出事業を開始 

  図書館システム・ハードウェア機器を更新 

  図書館でハロウィンパーティー開催 

 １１月 現代美術作家大村雪乃氏による丸シールアートワークショップ開催 

  ミステリーバッグイベント開催（年４回） 

  総務省、経済産業省認定特別創業支援事業として「起業ビジネスプラ

ン塾」開催 

平成２７年 ４月 読書推進事業の一環として市内小学１，２，３年生に読書ノート配布 

 ５月 平成２７年度潮来市立図書館まつり開催 

  平成２７年度第４期子ども司書講座開講（年１０回講座） 

  CINII 公共図書館データベースの提供開始 

  学校図書館整備運営支援事業を開始 

 ９月 OverDrive による電子図書館サービスの提供を開始（潮来市立電子図

書館） 
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２－２．施設の概要 

1.施設名称・規模等 

(1) 施設名：潮来市立図書館       

(2) 開館日：平成 18 年 5 月 27 日（土） 

(3) 位  置：潮来市牛堀 289 番地    

(4) 電話番号：0299-80-3311  FAX：0299-64-5880  E-mail：lib@itako.ed.jp 

 (5) ホームページ：https://lib.itako.ed.jp/（PC） https://lib.itako.ed.jp/i/ihome.html（携帯） 

  (6)施設規模  

①総事業費 1,005,481 千円 

工事期間 平成 16 年 12 月～平成 18 年 3 月 

②敷地面積 12,315 ㎡ 

③建築面積 2,585 ㎡ 

④延床面積 3,556 ㎡／利用スペース 

 （既存部分：2,255 ㎡ ・ 増築部分：1,301 ㎡） 

⑤構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ２階建 

⑥収容可能数 186,000 冊 

開架収容数 図書／96,000 冊・視聴覚資料／5,000 タイトル 

閉架収容数 図書・視聴覚資料／90,000 冊 

⑦駐車台数 91 台（障害者用 3 台）、駐輪台数 30 台 

 

(7)施設内容 

（ 1階 ） 

1)開架・閲覧スペース《利用者に書籍や AV資料などで情報や知識を提供する。》 

    ①開架スペース(一般書・児童書・ユース〈青少年〉・郷土資料・新聞雑誌など） 

    ②視聴覚ブース（視覚用ブース 6 台・CD 聴覚用 2 台） 

    ③インターネットコーナー（データベース検索兼用） 

・デスクトップパソコン：7 台    

・ノートタイプパソコン：5 台     計 12 台 

    ④サービスカウンター／貸出／返却／レファレンス（本の相談） 

    ⑤乳児童用トイレ・多目的トイレ（オストメイト／ベビーベッド／ベビーチェア） 

    ⑥授乳室兼対面朗読室 

    ⑦自動貸出機 1 台、蔵書検索機 3 台、拡大読書機 1 台 

2)導入・休憩スペース 《利用者へ図書館情報や身近な地域情報を提供する。》 

     ①エントランスホール、休憩コーナー、自動販売機コーナー 

3)管理・保存・整理スペース 《図書館の管理及び資料の整理・保存をする。》 

    ①閉架書庫 

②事務室・応接室・図書作業室 

③スタッフラウンジ 
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（ 2階 ） 

4)集会・展示スペース《展示やイベントなどを通じて市民交流の場を提供する。》 

   ①視聴覚室（50 人利用可能） 

    ②スタディールーム（学習室／70 人利用可能） 

  ③ボランティア室兼お話の部屋、集会室：2 室 

    ④多目的トイレ（ベビーベッド／ベビーチェア）・男女トイレ 

   ⑤郷土史料展示室・郷土資料整理作業室・収蔵室 

5)屋外スペース 

   ①駐車場、駐輪場、風力発電設備    

②憩いの場：ウッドデッキ、広場（芝生）、中庭 

   

2.施設の特徴 

(1)子ども向け・青少年向けの図書資料の充実を図った。 

・「潮来市子供読書活動推進計画」の実現と文字、活字文化の振興 

(2)既存棟に増築を施し、開架スペースを１階にまとめ、自然光を多く取入れ、開放的な空間とした。 

(3)書架は、棚板を自在性、互換性を持たせ、床に固定して耐震性能も確保した。 

・書架高も低めにして本を自由に手に取れる空間を確保した。 

(4)子ども達のため、「幼児童コーナー（フローリング床）」、「お話の部屋」、「児童用トイレ」を設置。

一般利用者には書架周囲に「アルコープ（読書席）」を設置した。机・イスは子ども用、大人用と

使い易くした。 

  (5)親子の利用者のため、「対面朗読室兼授乳室」や「オストメイト付き多目的トイレ」・「幼児トイレ」

を設置した。 

  (6)バリアフリーを重視した施設づくり 

・多目的トイレ 3 カ所（1 階 2 カ所、2 階 1 カ所）、通路幅、点字ブロック、エレベーター、段差の 

ない室内、スロープの設置（高低差 2.56ｍ／全長 22.3ｍ／勾配率 5.6％）、読書拡大器（鏡）や 

車いす・ベビーカーの常備。 

  (7)生涯学習や子育て支援の場として郷土史料展示室、ボランティア室（兼お話の部屋）の設置、集会

室 2 室を多目的に利用する。 

  (8)IC タグシステムの採用（県内 3 例目） 

・カウンターの貸出を容易にし、無人自動貸出機の利用も可能にして、プライバシー保護も確保。 

・図書館の主幹的業務である「図書資料の選書」や「レファレンス（本の相談）」の充実につなが

り、利用者サービスの向上を図れる。 

  (9)フリーアクセス工法の導入 

  ・効率的な暖冷房を行うため、床下空調を採用した。 

・コンピュターシステムや電気設備等を床下配線として修理や配線追加などを容易にできる。 

 (10)屋外にエコエネルギー教材を兼ねて小型風力発電機（太陽光発電兼備の蓄電型）を設置して、発

電した電力で外灯７基を点灯。 

 



7 

２－３．潮来市立図書館施設部門別面積・利用者用座席数・利用者用書架収容力 

  部屋名及びスペース 面積（㎡） 座席（数・台数） 

１階 

エントランスホール・休憩コーナー 121.7  12 

開架閲覧・レファレンススペース 1,279.8  132 

対面朗読室兼授乳スペース 13.7  2 

事務スペース 79.1  8 

作業スペース・荷解スペース 97.9  9 

応接室 17.9  4 

その他（スタッフラウンジ・更衣室・倉庫等） 52.8  8 

閉架書庫 346.5  0 

設備関係諸室 （機械室・変電室） 118  0 

１階共用スペース（廊下・倉庫・階段・WC等） 224.5  0 

  １階部分延床面積 2,351.9  175 

２階 

集会室１ 56.4  20 

集会室２ 80.8  20 

ボランティア室兼お話の部屋 61.2  8 

学習コーナー・ギャラリー 331.4  72 

視聴覚室 81.9  50 

郷土資料展示室 285.5  0 

作業・整理室 61  8 

収蔵室 61  0 

２階共用スペース（廊下、通路・倉庫・WC・テラス等） 168.1  0 

  ２階部分延床面積 1,187.3  178 

  R階部分延床面積 16.6  0 

  全 体  （延床面積） 3,556 353 

  建 築 面 積 2,585 0 

  敷 地 面 積 12,315 0 

屋外 

駐車場(西側：利用者専用駐車場) 2,209 68 

駐車場(南側：利用者専用駐車場) 544 23 

駐輪場 60 30 

  書架名 開架（棚数） 閉架（棚数） 計（棚数） 

  普 通 書 架 3,045 2,232 5,277 

書    うち参考図書 136 0 136 

架    うち郷土行政資料 100 0 100 

棚    うち児童図書 559 0 559 

数    うち雑誌架 10 0 10 

     うち新聞架 56 0 56 

  積 層 書 架／集 密 書 架   0 0 

  合     計 3,045 2,232 5,277 
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３．運営方針 

 

３－１．はじめに－基本方針 

  

図書館は、国民の知る権利を保障する重要な社会的基盤として位置付けられる機関です。 

 情報化社会といわれる今日、多くの人が必要な知識・情報を入手し、生涯を通じて学びながら、楽し

く心豊かな生活を送ることを求めています。図書館は、こうした要求に応えて人間の向上心や知的好奇

心を満たし、市民に心の充足感を与えることを目標とします。 

 さらに、市民が日常的に図書館を利用することによって、さまざまな知識と情報を共有することで

個々の生活の向上につながり、市民自身による豊かな市民社会の形成や文化の創造に貢献することにな

ります。このような意味で、効果的な図書館運営に努めます。 

 

 

３－２．サービスの基本原則 

・本と人が出会うサービスの４つの広場づくりをめざして 

  

① 知識のひろば  

   「市民に必要とする資料を提供できる」環境づくり。 

② 情報のひろば 

   市民と資料の橋渡しをする「レファレンス・サービス(調べものの支援や相談）の役割。 

③ 文化のひろば 

   地域（市民）の文化活動を支援したり、文化事業を開催し、地域文化を育む。 

④ 地域のひろば 

   市民の憩いの場、くつろぎの場、交流の場。人が集まり、人と人が交流できる「地域のひろば」

のような環境づくり。 

 

 

３－３．創造へのステップ ー 館運営の目標 

 

① 当市の特徴を生かした「潮来の特色」書架コーナーの充実に努める。 

    －郷土の作家、芸術、水環境の文献、郷土資料の収集に努める。 

 

② 市役所をはじめ公共機関に呼びかけ、行政資料の収集に努める。 

 

～参考資料室の設置に向けて～ 

    収集対象：潮来市内での発行資料、市に関する記述資料、市に影響を与える資料、行政サービ

スや市民生活の充実度を客観的に捉え、評価する比較資料。 

収集資料：①行政作成資料 ②民間出版の地方自治資料 ③住民資料 ④新聞記事 

⑤行政・地方自治関係雑誌等。 
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③ ５つの地区公民館図書室の分館機能の充実や学校図書館との連携、相互協力の推進を図る。 

・公民館図書室へ選書して供給。 

・利用者ニーズを把握するため、一部の公民館で返却サービスの実施に向けた検討。 

・公民館図書室担当と図書室ボランティアの研修。 

 

④ 所蔵資料の蔵書構成を点検して、中期的な選書方針を作成する。毎年見直しを図り、年度ごとの

選書方針へ反映させる。 

 

⑤ リクエストも参考にして、広い視野から図書資料を選書して、計画的かつ利用効果のある資料収

集に努める。 

 

⑥ ビジネス支援の充実（日経テレコンデータベースの導入とビジネス支援コーナーの設置） 

  就職・雇用支援の一環として、ハローワーク等の雇用情報を提供する。 

 

⑦ 利用者登録を推進し、「愛される図書館」定着のため、館だより『クローバー』の月１回の発行

をはじめ、ホームページリニューアル改訂や市広報など、広報媒体を広く活用し、宣伝活動に努

める。 

 

⑧ 団体利用者の登録促進と利用拡大を図る。 

 

⑨ 図書館ボランテイアを積極的に募集し、市民との協議を進める。 

 

⑩ 読書会や聞き語り会などを開催して、各年齢層にわたる読書団体の育成に努める。 

 

⑪ 「潮来市子ども読書活動推進計画」が完了。図書館が実施する読書会、おはなし会のほか、各学

校と連携し読書活動推進を支援していく。 

 

⑫ 図書館スタッフの朗読、読み聞かせ、接客、レファレンス力向上等の研修を実施し、「目に見え

ないサービス力の向上」に努める。 

 

⑬ 毎月「図書館がすすめる本」をテーマに設け、利用拡大を図る。また児童図書を中心に読み物、

絵本など様々なテーマを設け、「児童特集コーナー」として提供し利用拡大を図る。 

 

⑭ 年度ごとに図書館サービス指標（目標）を立て、年度末に利用統計と利用満足度（調査結果）に

より、客観的な図書館サービスの評価をすることで事業立案に反映させる。 
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３－４．中期的図書資料収集方針および平成 26 年度図書収集方針 

 

潮来市立図書館 中期的図書資料収集方針（平成 20年～平成 26年） 

これは、別に定めた「潮来市立図書館資料収集方針」に基づいた中期的な収集方針とする。 

(1)資料の種類は、一般図書、児童図書、参考図書、郷土資料、逐次刊行物、視聴覚資料、各電子資料、

その他必要な資料とする。 

(2)基本的で実用的な入門書、解説書を中心とした資料を優先的に幅広く収集する。 

(3)資料の選択は、思想、宗教、政治において、自由で公平な立場から中立であること。 

(4)郷土、行政資料は茨城県、潮来市に関連するものを収集し、貴重資料特に絶版で入手困難な資料も

積極的に収集する。 

(5)電子・情報化に対応した資料を積極的に収集する。 

(6)利用者の要望をふまえ、利用の多い分野の本を継続的に収集していくが、各分野の基本となる資料

も広く収集する。 

(7)障害のある人にも対応できる大活字本などを、利用状況に応じて収集する。 

(8)複本については、原則として置かないものとする。 

(9)ビジネス支援に役立つ資料または関係機関から発行される冊子類などを積極的に収集する。 

(10)参考資料、実用書ともに継続して収集するものは、活用状況に応じて収集する。 

但し、別に定める取扱い要領に規定するものについては、この限りではない。 

 

平成 26 年度 図書収集方針（分類別） 

◆一般図書の収集 

【参考図書】 

1.歴史（特に人物事典や史実を調べるのに役立つ辞事典）社会科学分野（特に経済や法律、政治学の辞

事典）、産業分野（農業、商業関連）統計書。 

2.年鑑、便覧類は主要なものを継続的に収集する。（活用状況に応じて） 

3.CD-ROMなど電子資料も積極的に収集する。 

4.白書類は本来であれば継続して収集するべきだが、種類が豊富で多分野に及んでいるためインターネ 

ットの官公庁が発信している白書の webサイトで提供する。但し、どんな種類の白書があるのか利用 

者にも判断できるよう目録やホームページなどで紹介する。 

 

【郷土資料】 

郷土資料は、潮来市を中心とした茨城県全域に関する資料を対象とする。 

(1)潮来市を郷土とする資料は豊富に収集する。（＊古文書等の文化財資料は除く） 

  1.歴史的に編纂・編集された図書、雑誌、地誌（地名、地図、史跡、紀行、絵画、写真）。 

  2.観光、産業、歴史を内容とする冊子、案内マップ、パンフレット、ポスター。 

  3.神社・仏閣に関するもの（歴史的文化財）、民俗、風俗に関する文献・著作物。 

  4.潮来市出身者及び在住者の著した全ての著書。 

(2)茨城県全域を郷土とする資料は積極的に収集する。 

  1.郷土に関する資料（地理、歴史、自然等）。 

  2.先人に関する資料（人物伝、人物評伝等）および先人の著した資料（文学作品等）。 
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【行政資料】 

行政資料は、潮来市内の発行資料、市に関する記述資料、市に影響を与える資料、行政サービスや市

民生活の充実度を客観的に捉え、評価する比較資料などを対象とする。 

(1)潮来市の行政資料 

   1.潮来市が作成および発行する広報誌、情報版、議事録及び議会だより。 

   2.潮来市の各部署が作成および発行する行政冊子、パンフレット類、施策計画書。 

   3.行政、地方自治関係の雑誌、新聞記事。また近隣の市・町が発行する広報誌（基本的には県全域）。 

   4.民間出版の地方自治資料、住民が作成した資料。 

(2)茨城県の行政資料 

  1.県議会報告をまとめたもの（ダイジェスト版）。 

  2.茨城県の行政機関、学術教育機関が作成および発行する資料。 

 

【総記（0類）】 

1.図書館活動・運営等の向上に役立つ資料、読書指導に関する資料、一般的な読書案内・読書方法に

関する資料は、積極的に収集する。 

2.情報科学（※ウィンドウズ、プログラム、エクセル等）に関する資料は基本的な技術書・概説書を

中心とし、情報工学（5類）と調整を計りながら選択する。 

3.百科事典、一般年鑑は、定評のあるものを各種収集するが基本的には参考図書として収集する。 

4.新聞の縮刷版は、寄贈は受け入れているが、データベースでの新聞記事検索が可能なため、基本的

には収集していない。現在収集している新聞の保管期間の設定と併せ調整が必要なものもあるため、

検討が必要。（新聞社のデータベース事業からの撤退等が想定される場合） 

 

【哲学・心理学（1類）】 

1.哲学は東洋思想、西洋哲学の各分野にわたって、主要な思想家の著作、著作集、各々の思想家に関

する研究・伝記などを体系的に収集する。 

2.心理学は、科学的な立場から記述された解説書・概説書を中心に収集し、興味本位のものは最小限

にとどめる。 

3.倫理学・宗教など各分野は、代表的な教派・会派・宗派を中心に収集し、一党一派に偏らないよう

に注意する。 

 

【歴史・紀行（2類）】 

1.通史、世界史、時代史は、最新の研究成果に基づいて、歴史の変化や内容が正確で理解できる資料

を選択する。欧米やアジア等日本と関係のある国の歴史書については出版点数、所蔵数は多いが、

それ以外の諸外国の歴史書は少ないので、基本書を収集する。 

2.旅行書・ガイドブックは類書の所蔵状況・利用頻度を基準に選書を行う。 

3.伝記関連は史料的価値が高いため、被伝者の業績が綿密な調査研究に基づいて記述されているもの

を中心に選択する。 
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【社会科学（3類）】 

1.政治、法律、経済、統計、社会、福祉、地方行政、都市問題、地方自治関係の資料は、今日的課題

を扱った資料が多く、住民の身近な問題も多く含んでいるため積極的に収集する。 

2.ビジネスマンおよび社会人全般に適応できる啓発図書や株、金融、企業、会社経営に関する法律書

や書式などの経済関連図書は重点的に収集する。 

3.子育て支援、教育支援、就職・雇用支援、ビジネス支援に役立つ資料は積極的に収集する。 

 

【自然科学・医学（4類）】 

1.数学・理学・医学など各分野の基本図書を収集する。医学に関しては、外科、内科、その他と大き

く 3つに分け、さらに各分野の基本書または専門書を収集する。医学書は、新しい情報に基づいた

実用書を、幅広く収集する。社会的関心が高い主題は、一般的な資料を中心に幅広く収集する。 

 

【技術工業・家政学（5類）】 

1.工学・工業・家政学など各分野の基本図書、特に建築は設計に関する資料や住宅建築などは、一般

的な資料を中心に幅広く収集する。 

2.公害問題、環境問題等は、社会的関心が高いため、多様な観点、種類の資料を幅広く収集する。 

3.通信分野（インターネット、ホームページ等）は、初級者向けを中心に、ある程度上級者の要求に

も応えられるよう幅広く収集する。 

4.家政学・生活科学の分野は、趣味・実用に役立つ資料を収集する。 

5.海洋工学．船舶工学．金属工学．鉱山工学は、出版点数が少ない分野なので、書籍内容に注意して、

入門書を中心にある程度専門的な資料についても配慮しながら収集する。 

 

【産業（6類）】 

1.農林水産業・商業・運輸・通信など各分野の基本図書を収集する。特に、農業は潮来市の中心的な

産業の一つであるため、実用書、専門書ともに幅広く収集する。 

2.商業は、ビジネス支援の中でも起業・創業に役立つ資料が多くあり、利用も多いため、趣味や実用

に役立つ資料を豊富に収集する。また店舗経営に役立つ資料なども収集する。 

3.園芸・ペットなどの分野は、趣味・実用に役立つ資料を収集する。 

4.林保護、鳥獣保護、水産保護等の自然保護に関する資料は、社会的関心が高いため、多様な観点、

主張、種類の資料を幅広く収集する。 

 

【芸術（7類）】 

1.画集、作品集、製作技法、写真集、工芸に関する資料は利用が多いため、初級者向けの資料を中心

に幅広い資料を豊富に収集する。 

2.音楽関連は、クラシックからポピュラー音楽まで各ジャンルにわたり、幅広く収集する。 

3.スポーツ、体育は、各種目にわたって、新しい種目、ルール改正等についても、常に最新の情報を

提供できるよう留意する。利用が多い各種目については、必要に応じて十分な量の資料を収集する。 
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【言語（8類）】 

1.日本語・英語等主要な言語の基本図書を収集する。 

2.言語については入門書から概説書までを収集し、日本語・英語等などは広く学習されている言語に

ついては、文法や発音・学習法など内容を吟味して収集する。 

3.文章、作文などは、利用が多いため、用語集・例文集や実用に役立つ資料を中心に、出来る限り収

集する。ただし、辞事典は参考図書として収集する。 

 

【文学（9類）】 

1.日本の小説・随筆・詩歌・作品集・評論・研究書などは、古典から現代文学まで幅広く収集する。 

2.一般向けのほか青少年図書の文学作品も幅広く収集する。 

3.外国文学は、日本文学に準ずる。 

 

◆児童図書の収集について    

【絵本】 

1.長く読み継がれる良書を収集する。 

2.乳幼児や児童のおはなし会事業に関連し、乳児向けまた低学年向けの絵本は積極的に収集する。 

3.大型絵本は、長く読み継がれる良書が大型化されるため出来る限り収集する。 

 

【知識・調べ物】 

1.児童の調べ学習に対応できるものを積極的に収集する。特に、社会科学分野は学習に広く対応でき

るため、今日的主題のものを体系的に収集する。 

2.児童の創造性を高め、豊かな心を育てられるものを豊富に収集する。特に、技術工業、自然科学分

野は、図鑑による資料が多いため、偏りがないよう収集する。 

3.一般的な評価の高いものについて、積極的に収集する。特に児童の読み物は、シリーズで出版され

ることが多く刊行頻度も高いため常にチェックする。さらに、一般的な古典文学の児童版なども多

く出版されているので、文脈、文章を考慮したうえで収集する。 

 

【紙芝居】 

1.絵の表現がすぐれ、豊かな心を育てる内容のものを収集する。 

2.遠目にきく、はっきりとしたわかりやすい絵と内容のものを収集する。 

3.紙芝居を鑑賞することで、みんなで感動を共有できるものを収集する。 

 

◆収集参考媒体 

・茨城県が発行する優良図書目録、課題図書など。 

・各出版社の目録（新書も含む） 

・ウィークリー（日販図書館サービスが提供している目録。一般、児童用に適している）。 

・十社の会目録（児童用の読み物や知識、調べ物の資料選定に役立つ）。 

・新聞、雑誌の書評（文学作品などが多い）。 

・各出版社 webサイト。 
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４．運営形態、事業内容 

４－１．運営形態 

 平成２２年度より指定管理者制度の導入を開始 

a.指定管理業者 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

b.委託期間 平成２２年～２６年（５年間）／平成２７年～３２年（５年間） 

c.委託内容 図書館奉仕サービス 

（カウンター業務・レファレンス・書架整理、選書、除籍、読書推進事業、施設、

システム管理・予算管理・事業、広報計画など。） 

d.組織 図書館スタッフ：１８名（平成２６年度末時点） 

⇒社員級スタッフ：９名 

（館長１名/統括１名/主任１名/サービス係責任者１名/サービス係副責任２名/

責任者３名） 

パートスタッフ：７名、清掃係：２名 

e.サービスの 

 変更 

j． 開館時間の変更 

  一部委託：金曜日のみ 13時～19時開館 

  指定管理：全日 10時～19時開館 

2．休館日の変更 

  一部委託：毎週月曜日、毎月第３水曜日、年末年始、蔵書点検 

  指定管理：第３水曜日、年末年始、蔵書点検 

3．新規事業の増加（サービス向上） 

f.市窓口（管理） 潮来市生涯学習グループ（潮来市立中央公民館） 

g.評価 第三者委員による指定管理業者およびサービスの評価を行う。 

h.業務管轄 ・図書館サービス全般・施設管理・予算管理：指定管理 

・運営評価・進捗管理・決裁：潮来市 

i.連絡体系 ・通常業務内での連絡のやり取りのほか、月１回（第３水曜日／館内整理日）にミ

ーティングを行う。 

j.委託費用 ・平成２２年～２６年 （年額）￥７２，２５２，０００ 

・平成２７年～３２年 （年額）￥７９，４００，５００ 
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４－２．事業内容（サービス内容） 

（１）学校図書館連携事業 

【学校巡回貸出事業】平成２３年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・朝の読書用資料など、市立図書館所蔵資料から貸出用の専用資料を

用意し、市内全校を対象に二ヵ月毎に巡回貸出を行う。 

 

平成２６年度実績 

＜小学校６校＞ 

 巡回：５回 貸出：１０，６５０冊 

＜中学校４校＞ 

 巡回：５回 貸出：３，６４０冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【団体貸出（学校対象）】平成１８年度開始 

・学校巡回貸出事業のほか、授業等で役立つ資料の貸出を行う。 

・各学校の担当教諭から電話、ＦＡＸなどで申込みを受け付ける。 

 

平成２６年度実績  依頼数：３９回  貸出：９４２冊 

 

 ・カリキュラムの関係で貸出時期（依頼時期）が重複することがあるため、貸出する図書数の配分

に考慮している。平成２７年度以降は、学校巡回と合わせて、学校貸出専用図書の選書も十分に

検討する。 

 

 

A B C D E F G
名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 名作・昔話

推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 知識絵本

名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 名作・昔話

推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 知識絵本

名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・昔話

推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 科学読み物

伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ

名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・昔話 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・昔話

推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 科学読み物

伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ

名作・古典 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・古典 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・古典

推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 科学読み物

伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ

名作・古典 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・古典 ﾎﾗｰ・SF・ﾐｽ 科学読み物 名作・古典

推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 推奨図書 ﾃﾘｰ・ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 科学読み物

伝記ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ

3年

4年

5年

6年

1年 知識絵本 知識絵本

2年 知識絵本 知識絵本
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【放課後学童クラブ出張おはなし会（工作）／貸出】平成２２年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夏休み期間中に出張読み聞かせを実施する。 

 読み聞かせの他、工作も実施する。 

・学童向けに児童図書を選定、貸出の実施をする。 

・事前に開催チラシを配布し、実施日の調整を行う。 

平成２６年度実績 

＜夏期実施結果＞申込：５クラブ 

・おはなし会：１０回（各２回実施） 

 参加者：３０９名 

・図書の貸出：５６０冊（５クラブ貸出） 

・その他工作：輪とおしを作ろう（輪をつかうけん玉）、 

知恵の輪カードを作ろう 

＜冬期実施結果＞申込：４クラブ 

・おはなし会：４回（各１回実施） 

 参加者：７６名 

・図書の貸出：１６０冊（４クラブ貸出） 

  

（２）企画事業／関係機関連携事業 

【おもしろ理科先生派遣事業／科学工作・実験講座事業】平成１９年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①アニメマシンを作ってみよう 

 ・平成２６年６月２２日（日）午後２時～４時 

 ・参加者３２名（子ども２４名／保護者８名） 

 ・既存のアニメマシン製作キットを使って、アニメーションの仕組

みを学習。 

②ハンドランチグライダーをつくろう！ 

 ・平成２７年２月８日（日） 午後２時～４時 

 ・参加者１８名（子ども１５名／保護者３名） 

 ・グライダーの作成を通して、航空機の分類と飛行する仕組みの学

習や上手な飛ばし方などを学習。 

③静電気の科学 

 ・平成２７年３月７日（土） 

 ・参加者１５名（子ども１０名／保護者５名） 

 ・静電気発生装置を使った電気の伝わり方実験や市販のキットを使

用した様々な科学実験を実施。 

  

【おはなし会事業／子育て広場読み聞かせ事業】平成１８年度開始 

・図書館スタッフおはなし会、図書館友の会（ボランティア）によるおはなし会を実施。 

・子育て支援の一環として、子育て広場での読み聞かせを実施。 

 平成２６年度７月より中央公民館での子育て広場読み聞かせ開始（毎月第４水曜日のみ） 
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・３歳児健診での読み聞かせの実施。季節に合わせ、おはなし会の特別版を開催。 

 

＜平成２６年度実績＞ 

 参加者：１，７８６名 （子ども：１，０５８名／保護者：７２８名） 

                      年間開催一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【子ども司書講座】平成２４年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２６年度は第３期目の開催となる。 

・平成２６年５月～平成２７年１月まで全１０回の講座を開催。 

・第３期生 認定者：１１名 

 

 日程 講座内容 

第 1 回 5/25 開講式、図書館サービスの説明、図書館探検、

オリエンテーション 

第 2 回 6/15 本の分類、整理、配架、貸出、返却 

第 3 回 7/20 本の利用方法（検索やレファレンスについて）

司書体験（窓口サービス） 

第 4 回 8/3 司書体験（窓口サービス） 

第 5 回 8/17 司書体験（本の選書、登録） 

第 6 回 9/14 司書体験（本の装備、修理） 

第 7 回 10/19 司書体験 1 

（ポップ作成、ディスプレイ） 

第 8 回 11/16  司書体験 2 

（ポップ作成、ディスプレイ） 

第 9 回 12/21 読み聞かせ・おはなし会について 

日付 読み手 テーマ 日付 読み手 テーマ
H26.4.6 スタッフ たまご H26.9.27 友の会 おんがく

H26.4.12 友の会 おともだち H26.10.11 友の会 魚

H26.4.20
スタッフ
（拡大版）

拡大版 H26.10.25 うしぼりお話し会 ハロウィン特別版

H26.4.26 友の会 手紙 H26.11.2 スタッフ どんぐり

H26.5.4 スタッフ こどもの日 H26.11.8 友の会
がいこくのおはな

し
H26.5.10 友の会 お母さん H26.11.22 友の会 動物
H26.5.24 友の会 遠足 H26.12.7 スタッフ サーカス
H26.6.1 スタッフ 歯 H26.12.13 友の会 クリスマス特別版

H26.6.14 友の会 お父さん H26.12.27 スタッフ 冬休み特別版
H26.6.28 友の会 雨 H27.1.4 スタッフ 大判かるた大会
H26.7.6 スタッフ 七夕 H27.1.10 友の会 えと

H26.7.12 友の会 山 H27.1.24 友の会 雪
H26.7.26 友の会 海 H27.2.1 スタッフ チョコレート
H26.8.3 スタッフ 虫 H27.2.14 友の会 ねこ
H26.8.9 友の会 戦争 H27.2.28 友の会 花

H26.8.23 友の会 おばけ H27.3.1 スタッフ ぼうけん

H26.9.7 スタッフ
おじいちゃん
おばあちゃん

H27.3.14 友の会 ゆめ

H26.9.13 友の会 食べもの H27.3.28 友の会 きょうだい
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第 10 回 1/18 子ども司書によるおはなし会 

閉講式、修了式（認定証授与） 

  

【図書館でハロウィンパーティー】平成２４年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハロウィンのお祭りを図書館ならではの形で開催。 

・平成２６年１０月１１日（土）～１０月３１日（金） 

 ＜実施内容＞ 

 ①ハロウィン関係の書籍を特集コーナーにて紹介 

  計：３９冊（一般書８冊、児童書３１冊） 

 ②館内をハロウィンのグッズで装飾 

 ③仮装して図書館に来館した対象者に粗品のプレゼント 

  ⇒ハロウィン柄タオルハンカチ 

 ④仮装グッズ作成教室（平成２６年１０月１２日（日）） 

  ・参加者：２６名 

  ・仮装するためのグッズとして、帽子やマント、マスク、しっぽ

などを作成する。 

 ⑤スタッフによる仮装 

【茨城県立歴史館出前講座】平成２４年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・茨城県立歴史館職員を講師に迎え、出前講座を開催。 

 ・専門的な知識を持つ機関と連携してサービスを行うことで、市民

への多様な生涯学習の機会の提供を目的とする。 

 勾玉づくり体験 

  ・平成２６年８月２日（土） 

  ・参加者１９名 

  ・縄文時代から作られていた勾玉についての解説とろう石を使っ

た勾玉づくり体験。 

 

【雑誌スポンサー制度】平成２４年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・企業、商店、団体等に対し、雑誌そのものの寄贈を受けるのではな

く、雑誌の年間購入代金を負担してもらうという制度。 

・購入した雑誌は当館の雑誌コーナーに並べ、最新号の雑誌カバーと

雑誌架に直接、寄贈者名を表示するとともに、雑誌カバー裏面にも

広告掲載可能とし、スポンサー企業等の事業活動の促進と図書館の

雑誌の充実を図る。 

 

 ＜平成２６年度実績＞ 

スポンサー企業：７社 

契約雑誌数：１１誌 

スポンサー料金：￥７６，４８０‐ 
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【読書ノート配布】平成２４年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮来市内小学１年生～３年生を対象に読書ノートの配布を 

行う。 

・読書ノート１冊につき５０冊分の記録がとれる。 

・小学２年生、３年生の読書ノートは、専用台紙（ぬり絵）を添付。

読書ノート５冊（計２５０冊）を読破することで完成する。 

①小学１年生 ⇒ 読書記録ノート 

②小学２年生 ⇒ 本を読んで旅にでかけよう（茨城） 

③小学３年生 ⇒ 本を読んで旅にでかけよう（日本） 

 

平成２６年度配布実績 

 １冊 ２冊 ３冊 ４冊 ５冊 ６冊以上 備考 

１年生 ９８ ４７ ３２ ２５ １１ ２６ 最高１１冊 

２年生 ８６ ３７ ２８ １９ １５ ２４ 最高１２冊 

３年生 ６３ １５ ７ ５ ５ ２ 最高６冊 

※配布実人数 

  

【ＰＯＰ（ポップ）コンテスト】平成２５年度開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中高生にオススメの本を紹介する POP のコンテストを開催。 

・読書離れが進む中高生世代に向けた読書推進事業の一環。 

 

平成２６年度第２回ＰＯＰコンテスト 

・募集：平成２６年７月１７日（木）～９月１６日（火） 

  ⇒応募者数１８名 

・結果発表及び受賞作品展示： 

平成２６年１０月１６日（木）～１２月２８日（日） 

  ⇒大賞１名、準大賞１名、佳作５名、参加賞１８名 

  

                                 受賞作品一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞 ニックネーム 年齢 学校名or市町村名 書名 著者 出版社
大賞 色えんぴつ 中1 潮来市 らくだい魔女と魔界サーカス 成田サトコ　作 ポプラ社

準大賞
白勝（はくしょ
う）

70 潮来市 坂の上の雲 司馬遼太郎 文藝春秋

準大賞 ハル 12 潮来市 魔法の国の小さなバレリーナ ｴﾒﾗﾙﾄﾞ・ｴﾊﾞｰﾊｰﾄ 学研教育出版
黒魔女さんが通る!!
シリーズ

佳作 焼き魚 中2 日の出中学校 共食い 金沢伸明 双葉社
佳作 SEGA 14 潮来第一中学校 緑の本 緑川聖司　作 ポプラ社
佳作 かんてん 中3 潮来第一中学校 化物語　上 西尾維新　著 講談社
佳作 ドナルド 中2 潮来第一中学校 時間をまきもどせ！ ﾅﾝｼｰ・ｴﾁﾒﾝﾃﾞｨ　作 徳間書店

入賞者 紹介資料

佳作 桃瀬 中2 日の出中学校 石崎洋司 講談社
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（大賞）          （準大賞）         （準大賞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【起業経営無料相談会】平成２５年度開始 

 

 

 

 

 

 

・起業希望者や事業者等からの起業・経営・事業資金・商品開発等に

関する相談に応じ、中小企業診断士によるアドバイス及び市立図書

館所蔵の関連書籍やデータベース等の情報を提供する等のビジネス

支援を行う。 

 ・毎月第４日曜日開催（１日５回受付） 

 ・参加者：１８名 

 ・対応：潮来市商工会、中小企業診断士協会 

 

⇒平成２６年度１月より、総務省、経済産業省認定の特別創業支援事

業として実施することになった。 

 

（３）職場体験、インターンシップ受入／校外学習受入ほか 

【職場体験受入】平成１８年度開始 

・原則、市内中学校を優先し受入する。 

＜体験内容＞ 

・図書館窓口対応、資料整理 

・ＰＯＰ作成およびおすすめ本紹介 

・図書館イベントへの参加（学童クラブ出張読み聞かせ、子育て広場読み聞かせ等） 

 

■職場体験実施一覧  

学校名 実施期間 予定 実人数 

日の出中学校 8/6（水）～7（木） ２日間 ７名 ６名 

潮来第一中学校 8/19（火）～21（木） ３日間 ５名 ５名 

牛堀中学校 8/20（水）～22（金） ３日間 ４名 ４名 

潮来第二中学校 8/26（火）～27（水） ２日間 ２名 ７名 

最終合計：４校、２２名  
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■インターンシップ  

学校名 実施期間 人数 実人数 

常磐短期大学 8/18（月）～22（木） 

8/24（日） 

６日間 １名 １名 

合計：１校、１名  

  

【校外学習受入】平成１８年度開始 

・主に図書館サービス紹介、利用方法案内、施設見学（郷土史料室見学） 

・学校主催の授業、事業へ参加する。（ブックトーク、総合学習） 

＜平成２６年度実績＞ 

 ・大生原小学校社会見学：平成２６年５月１４日（水）／６年１１名 

 ・潮来小学校社会見学：平成２６年６月１１日（水）／３年４６名 

・麻生小学校（ブックトーク）：平成２６年６月２６日（木）／４～６年生 

・潮来小学校（ブックトーク）：平成２６年７月９日（水）／３～４年生 

                   ７月１７日（木）／５～６年生 

                   ７月１８日（金）／１～２年生 

・うしぼり幼稚園（読書講演会）：平成２６年７月１７日（水）３７名 

・鹿嶋特別支援学校社会見学：平成２６年１０月２１日（火）／１５名 

・うしぼり幼稚園社会見学・読み聞かせ：平成２６年１０月２８日（火）／３６名 

・潮来保育所（イベント参加）：平成２６年１１月１４日（金）／８０名 

・津知小学校社会見学：平成２６年１２月３日（水）／１年１９名 

・大生原小学校社会見学：平成２６年１２月４日（木）／１・２年１８名 

・日の出小学校社会見学：平成２６年１２月５日（金）／２年５５名 

・牛堀小学校社会見学：平成２７年１月２９日（木）／３年４６名 

・大生原小学校（調べ学習・総合学習）：平成２７年２月３日（火）／５年９名 

・麻生東小学校社会見学：平成２７年２月３日（火）／３年３９名 

・延方幼稚園社会見学（読み聞かせ）：平成２７年２月４日（水）／６１名 

・潮来第一中学校（総合学習講師派遣）：平成２７年２月１２日（木） 

  

（４）平成２６年度 新規事業実績 

【学校図書館支援事業（学校連携）】 

・図書資料の貸出、返却に限った支援だけでなく、学校図書館の資料整備等に関する支援事業とし

て潮来市学校教育課や各学校と連携して行うもの。 

 ①ブックコート講習 

  ・平成２６年８月２７日（水）会場：潮来市立図書館 １日２回開催 参加者５名 

  ・平成２６年１０月１５日（水） 

   ⇒牛堀小学校教員を対象とした講習会 参加者：１０名 

  ・図書のブックコートについて、役割やフィルムコートがけの方法を学習した。 

 

 ②蔵書管理ソフトの製作と提供 

  ・各学校で新規購入した資料および既存の蔵書を一元的に管理するためのソフトを、マイクロフ
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トエクセルをベースに製作し配布した。 

  ・従来は手入力していた書誌データがインターネットを通じて自動取得できる仕組み。 

 

 

 

 

 

【図書館まつり（図書館振興）】 

 ・「子ども読書の日」「こども読書週間」を記念し、図書館で子どもた

ちが本と出会い、ふれあえる様々なイベントを開催する。 

 

開催日：平成２６年４月２０日（土）～５月１１日（日） 

参加人数：９８６名 

 

①しおりのプレゼント：４月２０日（土）～５月１１日（日） 

 ・図書館まつりの期間中に図書館で本を借りた人（小学生まで）に

は図書館オリジナルしおりをプレゼントする。しおりは折り紙形

式になっている。５７２名 

  ５７２名 

②おはなし会拡大版：４月２０日（日）４８名 

 ・楽しいお話と新学期に役立つ“えんぴつ”を作る。えんぴつは乾くと木になるおがくずねんど「も

くねんさん」のキットを使用して作る。 

③おはなし博士検定：４月２６日（土）～５月６日（火）９１名 

 ・絵本に関するクイズ、読み物・調べものの本に関するクイズにチャレンジ。正解数に応じて、参

加者のもらえるメダルがかわる。 

④お外でおはなし会：５月４日（日）２９名 

 ・いつものお話会を図書館の中庭で行う。 

⑤図書館間違い探し：５月３日（土）～５月６日（火）１６５名 

 ・図書館の館内を写した２枚の写真を見比べて、どこが違うか当てるゲーム。いつも何気なく見て

いた図書館を、じっくり観察することで図書館の仕組みを理解してもらう。 

⑥図書館バッグ作り：５月１０日（土）、１１日（日）３１名 

 ・本を入れる図書館バッグを作る講座を開催。２日間、同内容を連続開催。 

 ・木の幹を印刷した布製のバッグに、参加者がフェルトをボンドで貼ったり、ペンで絵を描くなど

してオリジナルの図書館バッグを作る。 

⑦図書館まつりスタンプラリー：４月２０日（土）～５月１１日（日）５０名 

 ・①～⑥のイベントを参加するごとにスタンプ台紙にスタンプを押す。３個以上スタンプが集まっ

た人にはプレゼントを差し上げる。 
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【お悩み解決！ビジネスセミナー（ビジネス支援事業）】 

・定期的な相談会のほか、実践的、具体的なセミナーを開催することで、創業に限らず、 

経営の改善やビジネスパーソンのスキルアップ向上を図る機会を提供する。 

・起業、創業を目指している方、中小企業やＮＰＯなどを経営されている方および担当者・ 

従事者、経営で課題を抱えている方を対象とする。 

・各種セミナーの内容について専門家に依頼し、図書館は連絡調整と相談内容に応じた自 

治体支援情報や図書資料・情報の提供をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①女性向け起業創業セミナー 起業実現のためのファーストステップ 

 ・平成２６年５月２５日（日） 

 ・参加者９名 

 ・自宅でサロンを開きたい、講師・インストラクターとして仕事を

はじめたい、資格を活かして仕事をしたいと希望する女性を対象

とするセミナー。成功例の体験談や必要な基礎知識、心構えなど

を学習する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②アイディア満載！チラシ・ＰＯＰ作成レイアウトデザインセミナー 

 ・平成２６年８月２４日（日） 

 ・参加者２１名 

 ・売上アップや顧客獲得につながる効果的なチラシの作成方法を学

習する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③お店や会社のファンを増やすＳＮＳ活用法 

 ・平成２７年１月１１日（日） 

 ・参加者１０名 

 ・ツイッターやフェイスブックといったＳＮＳ（ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス）を活用した経営として、売上アップや

顧客獲得、マーケティングへとつなげるSNS活用方法を学習する。 
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【潮来市起業ビジネスプラン塾（ビジネス支援事業）】 

 ・潮来市が策定した「創業支援事業計画」が国からの認定 

を受けたことにより、特定創業支援事業の一環として開 

催した。 

・潮来市を中心に創業や新規の事業展開を考えている方、 

趣味を活かした事業や地域貢献事業を考えている方を対 

象とした創業支援セミナー。 

 

・開催日程：２月１４日（土）、２８日（土） 

３月１４日（土）、２９日（日）（全４日間） 

・参加者：１７名（参加実人数） 

 

⇒起業経営無料相談会を活用し、セミナーと相談の両方から支援する

体制を整えた。 

 

【ボランティア共催事業】 

・おはなし会、読み聞かせ事業等の既存のボランティア事業にとらわれない、市民参加型 

の多様なイベントを企画し共同開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①親子花植え体験 おうちと図書館に花をかざろう 

 ・平成２６年７月２７日（日） 

・参加者：１８名 

 ・プランターなどに花を植えて図書館の環境美化に取 

り組むほか、親子で一緒に花植えに親しむ機会の提供を目的とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②一緒に学ぼう！楽しいダンス ジュニアダンス講座 

・平成２６年８月１８日（月）～２９日（金） 

上記期間中に５回開催 

・参加者：１６名（児童８名／一般８名） 

・ジルバ、ルンバ、チャチャチャ等のダンス演目を中心 

にステップや体の動かし方の演技指導を行う。ダンス 

の楽しさを味わってもらうことを目的とした。 
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③折り紙工作 おひなさまをつくろう 

 ・平成２７年２月１日（日） 

 ・参加者：１５組３６名 

（子ども：２１名／保護者：１５名） 

 ・おひなさまシーズンに向けて親子一緒に楽しめる折り紙工作を実

施。製作した作品は各自お持ち帰り自宅で飾れるよう工夫した。 

 

※平成２５年度より継続 

 

【生涯学習講座】 

・絵本や小説作家、各業界で活躍する著名人を招いて、自身のエピソードや図書を通じた体験、ワ

ークショップ等の講演会を開催する。 

・読書提供だけにとらわれない生涯学習機会の提供を目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成２６年度実績＞ 

『丸シールでアートにチャレンジ  

大村雪乃ワークショップ』 

・平成２６年１１月２２日（土） 

・参加者：５１名 

  ⇒午前の部（子ども：１６名、一般：１２名） 

  ⇒午後の部（子ども：１１名、一般：１２名） 

 ・潮来市民限定ワークショップ、１日２回開催 

 ・文房具に用いられる大小、色様々な丸シールを使って絵を製作す

るワークショップを開催。 

 

【清真学園高等学校・中学校連携事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夏休み期間中の科学講座について、例年はおもしろ理科 

イベントを開催していたが、今年度は、清真学園高等学 

校・中学校の生徒による科学実験教室について図書館を 

会場として実施した。 

・清真学園の学生が有する専門的な知識と講座を通して、 

夏休みの自由研究や工作といった学習支援や興味関心の 

向上を目的とした。 

 

『小学生科学教室 清真学園サイエンスラボ in 図書館』 

 ・平成２６年８月１９日（火） 

  ・実施実験：５実験   

・参加者計：４８名（子ども３２名／保護者１６名） 
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 ＜実験内容＞ 

①ラボ１ かぜにむかってはしれ！ 

参加者：６名（子ども３名／保護者３名） 

・風に向かって走る車（ウィンドカー）を，カッター・セロハンテープ・プラスティックダン

ボールなどを使って作る。 

②ラボ２ とばせ！かみひこうき 

参加者：８名（子ども５名／保護者３名） 

   ・どう折れば，よく飛ぶ紙ひこうきができるのか。本物の飛行機が飛ぶ仕組みを考えながら，

実際に紙ひこうきを制作する。 

③ラボ３ スーパーボールをつくろう 

参加者：２１名（子ども１５名／保護者６名） 

   ・身近にあるノリやゴムを使った２つの方法で自分だけのスーパーボールを作る。 

④ラボ４ チリメンジャコのなかのいきものをさがそう 

 参加者：４名（子ども３名／保護者１名） 

   ・チリメンジャコの中に混ざっているタコやカニなどの様々な生物を探しあてる。 

⑤ラボ５ ほうしゃせんをみてみよう 

参加者：９名（子ども６名／保護者３名） 

・目にはみえない放射線を観測する装置「霧箱」を作って，放射線の飛跡（とんだ跡）を観測

する。 

  

【潮来市役所庁内への図書貸出事業】 

 ・潮来市役所職員のスキルアップに活用できるよう、セット貸出を行う。 

 ・巡回方法は公民館、学校巡回事業に準じ、毎月１回行う。 

 ・平成２６年１０月より事業開始。巡回資料は図書以外に雑誌など多岐にわたる。 

  

＜巡回資料について＞ 

【図書】５０冊 

行政、自治に関する専門書のみならず、総記、哲学、歴史、社会科学、自然科学、技術工学、産

業、芸術、言語、文学の全分野を網羅的に選定する。   

【雑誌】２５タイトル                    巡回雑誌（参考例） 

最新号ではなくバックナンバーを貸出する。 

【貸出期間】                          

図書は２ヶ月間 

雑誌は１ヶ月間とする。 

貸出期間の延長は行わない。 

 

 

 

 

 

刊行頻度 タイトル 出版社
季刊 花時間 角川

隔月刊 YUCARI ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

月刊誌 ｅｄｕ 小学館
月刊誌 クーヨン クレヨンハウス
月刊誌 男の隠れ家 三栄書房
月刊誌 音楽の友 音楽之友社
月刊誌 Cut ﾛｯｷﾝｸﾞｵﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ

月刊誌 The21 PHP研究所

月刊誌 自然と野生ラン ｴｽﾌﾟﾚｽ・ﾒﾃﾞｨｱ出版
月刊誌 世界 岩波書店
月刊誌 中央公論 中央公論新社
月刊誌 なごみ 淡交社
月刊誌 National　geographic 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

月刊誌 日経エンタテイメント 日経BP出版ｾﾝﾀｰ

月刊誌 日経サイエンス 日経BP出版ｾﾝﾀｰ

月刊誌 日経トップリーダー 日経BP出版ｾﾝﾀｰ

月刊誌 日経ビジネスＡｓｓｏｃｉｅ 日経ＢＰ社
月刊誌 日経ヘルス 日経ＢＰ社
月刊誌 サライ 小学館
月2回 Pen 阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

週刊誌 TIME（ﾀｲﾑ） ﾀｲﾑ・ｲﾝｸ

週刊誌 エコノミスト 毎日新聞社
週刊誌 週刊東洋経済 東洋経済新報社
週刊誌 ａｎ・ａｎ マガジンハウス
不定期 時空旅人 三栄書房
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５．利用案内 
 

◆利用できる方は 

・市内に住んでいる方、通勤・通学している方ならどなたでも利用できます。 

・市外は、行方市、鹿嶋市、神栖市、鉾田市、稲敷市、香取市在住の方を対象としています。 

◆図書館利用カードを作るには 

・図書館利用申込書に、必要事項を記入の上、住所の確認できるもの（保険証や運転免許証など）

を添えて、カウンターにお出し下さい。（未就学児童、小学生は、保護者同伴にてお手続き願い

ます。） 

◆借りるときは 

・本やビデオ、DVD、CDなどを借りる時は、利用カードと一緒にカウンターにお出しください。 

・自動貸出機もありますのでご利用下さい。  

種類 貸出数 貸出期間 

図書 ８点以内 １５日間 

雑誌 ２点以内 １５日間 

ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤ ２点以内 ８日間 

※返却期限の過ぎてしまった資料がある場合は、早急にご返却ください。原則として新たな貸出は、

返却完了後とさせていただきます。他にもお読みになられる方がいらっしゃいます。期限内にご

返却いただけますようご協力お願いします。  

※返却期限内であれば、他の利用者の予約が無いものに限り、１回のみ延長することができます。

図書館カウンターもしくはお電話にてお申し込みください。返却期限の過ぎたものは延長できま

せん。 

◆団体で借りる場合は 

・潮来市内および近隣の官公署、学校、事業所、社会教育関係の団体などを対象に団体利用者カー

ドをお作りいたします。 

◆返すときは 

・カウンターにお返し下さい。返却時、お忘れ物などがないか確認させていただきます。 

・休館日および開館時間外の返却をご希望の場合は、ブックポストをご利用ください。 

ただし、大型紙芝居、大型絵本、紙芝居、ビデオ、DVD、CD、DVD・CD付き図書はこわれやすいの

で直接カウンターに返却して下さい。 

◆探すときは 

・ 館内にある検索用パソコンで、自分でさがすことができます。使い方がわからないとき、見つ

からないときは、お気軽に職員におたずねください。  

◆探している資料がないときは 

・図書館にない資料は、他の図書館から借りるなどしてお貸しします。また購入希望（リクエスト）

を受付しております。 

購入希望（リクエスト）とは・・・利用者の方からお受けした購入希望資料を図書館の蔵書とし

て購入し、利用者に貸出を行うサービスです。購入希望（リクエスト）用

紙に作品名、著者名、出版社名など必要事項を記入して、カウンターにお

出しください。購入希望ができるのは、市内に住んでいる方、通勤、通学

している方のみに限らせてください。絶版や選書方針により、ご希望にお

応えできない場合がありますのであらかじめご了承ください。 

◆探している本が貸出中のときは 

・貸出中の資料は、返却されしだいお貸ししますので、予約下さい。 

・予約用紙に必要事項を記入して、カウンターにお出しください。また、図書館ホームページ、携

帯ホームページ、館内検索パソコンからもご予約いただけます。月に図書５点、雑誌２点、視聴

覚２点ご予約できます。 
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・ご予約いただいた資料が返却されたら、ご連絡いたします。ご登録をしていただければ携帯、メ

ールへのご連絡も可能です。 

◆調べ物をするためには（レファレンス） 

・レファレンスとは、図書館職員が、利用者の皆さんの調査、研究に必要な資料を紹介したり、情

報を探し出すお手伝いをするサービスです。図書館では、たくさんの辞書や事典類をそろえ、み

なさんの調べもののお手伝いをします。  

・新聞記事や会社情報、各種ビジネス情報を検索できるデータベースをご用意しています。館内の

利用者専用パソコンでご利用いただけます。 

◆より身近な図書館へ 

・車イスの方や小さなお子さんをつれた方がスムーズに利用できるトイレがあります。ベビーカー

１台、車イス１台をご用意してあります。ご利用の方は図書館スタッフにお声をかけてください。 

・授乳室、対面朗読室があります。お気軽にお使いください。小さな文字が苦手な方には、大活字

本・虫めがね・拡大読書機をご用意しています。 

◆そのほか図書館でできること 

＜コピー＞ 

・資料はすべて“著作権法”により、作家や出版元などの権利を保護しておりますので、許される

範囲内で図書館の本や雑誌に限り、有料でコピーできます。当日発行の新聞、雑誌の最新号のコ

ピーはできません。 

・白黒：３０円 カラー：１００円（※サイズ問わず、１枚につき） 

＜インターネット＞ 

・館内にある利用者専用パソコンで、インターネットからの情報検索ができます。文書作成、デー

タのダウンロード、メモリなどへデータ保存はできません。利用は、1人 1回 30分程度とします。 

＜館内視聴＞ 

・視聴覚資料（CD・DVD・ビデオ）は貸出のほか、館内でも視聴できます。ＤＶＤ・ビデオはお二

人様まで一緒にご覧いただけます。 

◆開館時間 

・月曜日～日曜日:午前 10時～午後 7時  

◆休館日 

・第 3水曜日（館内整理日）  

※ただし、国民の祝日にあたる場合は開館いたします。その場合は、直近の休日でない日が休館 

日となります。 

・年末年始     

・特別整理期間（年 1回 10日以内）  

◆図書館からのお願い 

・返却日(図書館へ返す日)を守って下さい。次に貸りる方が待っています。 

・小さなお子様からは目を離さぬようお願いします。 

・館内での飲食は禁止です。エントランスホール（休憩コーナー）に限り飲食ができます。ごみ箱

はありませんので、責任を持ってお持ち帰り下さい。図書館の敷地内は禁煙です。喫煙所はあり

ません。 

・携帯電話はマナーモードに設定し、通話はエントランスホールでのみご利用ください。 

・図書館の資料は、みんなの“共有財産”です。大事にして下さい。 

・借りた本やビデオ、CDをなくしたり、壊したりしたとき（修理ができず貸出が不可能な場合）は、

同等のものを弁償していただくことになります。また、修理は図書館スタッフが行いますので、

自宅で修理せず、そのままお持ちください。 

・図書館利用カードは、再発行の場合、実費（３００円）を負担していただきます。 

・集会室、視聴覚室の使用は、図書館活動に支障がない場合に限りお貸しします。ただし、読書団

体や生涯学習団体以外の使用については有料です。  

・図書館に対して、ご意見、ご要望がありましたら、お気軽にお申し出下さい。 
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６．平成２７年度評価（指標）・決算（収支実績） 

 

６－１．図書館運営費の推移 

項      目 22年度決算 23年度決算 24年度決算 25年度決算 26年度決算 

図書館費 35,848  35,918  35,394  31,320  34,413  

内訳 施設管理費 27,282  26,080  24,690  20,127  22,170  

備品購入費 8,566  9,838  10,704  11,193  12,243  

項      目 27年度決算 ＊平成 22年度指定管理者制度による運用開始以降の予算推移 

図書館費 37,300 

内訳 施設管理費 23,454 

 備品購入費 13,846  

＊図書館費：人件費、旅費、負担金は除く 

＊施設管理費：奉仕業務委託等、需用費,使用賃借,役務費,工事費、施設保守業務委託等 

＊備品購入費：図書館資料購入費（雑誌、視聴覚、新聞代含む） 

 

６－２．平成２７年度図書館収支実績 

【収入の部】 
  

項目 決算額（税込） 

基本料 平成 26年度指定管理委託費（￥66,900,000：税抜） ¥72,252,000 

その他収入 図書館施設収入費 ¥353,755 

  内）資料複写料（モノクロ） ¥53,610 

    資料複写料（カラー） ¥7,300 

    カード再発行手数料（図書館利用者カード） ¥47,100 

    施設使用料（集会室等） ¥28,780 

    自動販売機設置売上料 ¥216,965 

収入合計 ¥72,605,755 

【支出の部】 
  

項目 決算額（税込） 

人件費 給与 ¥30,097,428 

賞与・賞与引当金 ¥2,499,920 

退職給付費 ¥711,348 

法定福利費 ¥3,881,227 

福利厚生費 ¥112,811 

通勤費 ¥779,939 

募集費 ¥3,296 

教育費（視察研修等含む） ¥18,519 

旅費交通費（出張・研修交通費等） ¥88,937 

計 ¥38,193,425 

消耗品費 消耗品・事務用品費（行事使用消耗品含む） ¥1,326,707 

資料装備・登録用品費（バーコード／図書ラベル） ¥31,551 

資料装備・登録用品費（図書用 ICタグ／利用者カード） ¥460,080 

資料装備・登録用品費（ブックコート） ¥198,309 

資料装備・登録用品費（装備消耗品） ¥46,146 

資料展示関係用品（棚、ブックスタンド等） ¥141,249 

計 ¥2,204,042 
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図書館資料費 図書・書籍資料 ¥7,016,186 

  内）地元書店 ¥3,223,409 

    日販図書館サービス㈱／その他出版社直販 ¥3,792,777 

視聴覚資料 ¥1,979,025 

  内）視聴覚資料（CD） ¥215,299 

    視聴覚資料（DVD） ¥1,763,726 

雑誌 ¥2,177,760 

新聞 ¥627,331 

その他（製本費等） ¥442,368 

計 ¥12,242,670 

図書館事業費 事業費（イベント講師料等） ¥844,577 

 
広報・宣伝費／イベント消耗費 ¥572,493 

計 ¥1,417,070 

水道光熱費 水道費 ¥363,228 

電気料金 ¥6,885,891 

燃料費 ¥98,993 

計 ¥7,348,112 

役務費 通信費（電話・郵便） ¥266,041 

インターネット回線契約・使用料 ¥20,084 

計 ¥286,125 

委託費 

（施設管理） 

植栽管理費 ¥105,126 

清掃・環境衛生管理費 ¥969,781 

電気保守管理費 ¥229,370 

自動ドア保守管理費 ¥171,720 

消防設備保守管理費 ¥140,400 

エレベーター機器点検費 ¥362,880 

施設・機械警備費 ¥314,928 

冷暖機器設備管理費 ¥643,572 

電話機保守点検費 ¥57,024 

小型風力発電点検費 ¥74,520 

その他施設修繕費 ¥69,921 

計 ¥3,139,242 

委託費 

（図書システム） 

書誌データシステム（書誌データ・マーク）費 ¥1,209,600 

図書館情報システム（データベース）保守費 ¥1,707,603 

図書館情報システム（データベース）改修費 ¥136,080 

計 ¥3,053,283 

委託費 

（データベース） 

商用データベース契約・使用料（日経テレコン２１） ¥155,520 

商用データベース契約・使用料（茨城新聞） ¥129,600 

商用データベース契約・使用料（朝日新聞聞蔵） ¥259,200 

商用データベース契約・使用料（ナクソス） ¥116,640 

商用データベース契約・使用料（みんなでシネマ） ¥64,800 

計 ¥725,760 

使用料 

賃貸料 

印刷機（カウンター料） ¥630,202 

印刷機（リース料） ¥338,256 

車両リース料 ¥182,663 

計 ¥1,151,121 

その他経費 保険料（総合賠償保険）（車両任意保険） ¥168,697 

その他（手数料等） ¥704 

計 ¥169,401 

業務管理費 業務管理費 ¥2,675,503 

支出合計 ¥72,605,755 
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６－３．主な利用統計 

項      目 19年度 20年度 21年度 22年度 

開館日数（日） 290  288  287  318  

入館者数：人 192,157  197,776  192,110  189,717  

登録者数：人（団体含む） 2,176  1,722  1,303  1,082  

貸出者数：人（団体含む） 123,514  135,322  131,977  118,579  

貸出冊数（団体を含む） 287,945  327,232  315,419  308,198  

蔵書冊数 112,987  123,035  131,675  144,328  

受入資料数：冊 8,496  10,321  8,224  12,673  

   購入冊数/寄贈冊数 4,959  3,537 5,892  4,429 2,973  5,251 9,756 2,922 

職員数：人 16  16  13  17  

  うち行政職員数 4人（兼務 1人） 4人（兼務 1人） 1人(兼務 1人） 0人 

人口（年度当初） 31,200  30,944  30,872  30,594  

項      目 23年度 24年度 25年度 26年度 

開館日数（日） 325  337  335  333 

入館者数：人 193,830  209,161  193,511  198,428 

登録者数：人（団体含む） 914  892  1,009  799 

貸出者数：人（団体含む） 110,877  127,059  108,557  108,973 

貸出冊数（団体含む） 313,166  326,306  313,173  315,936 

蔵書冊数 151,188  158,090  164,501  170,513 

受入資料数：冊 6,860  6,902  6,411  6,012 

   購入冊数/寄贈冊数 3,717  3,143  4,237  2,665  4,634  1,777  4,511 1,501 

職員数：人 17  17  17  18 

人口（年度当初） 30,234  29,854  29,637  29,333 

 

６－４．統計による評価 

項      目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

一日当たりの貸出冊数 
1,099 969 964 968 934 949 

（総貸出冊数／開館日数） 

一利用者一回当たりの貸出冊数 
2.4 2.6 2.8 2.6 2.9 2.9 

（総貸出冊数／総貸出者数） 

市民一人当たりの貸出冊数 
10.2 10.1 10.4 10.9 10.7 10.8 

（総貸出冊数 ／ 人口） 

市民一人当たりの図書館費 
1,876 1,171 1,185 1,186 1,056 1,173 

（図書館費  ／  人口） 

市民一人当たりの蔵書冊数 
4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 

（蔵書冊数  ／  人口） 

登録率（％） 
4.2 3.5 3.0 3.0 3.4 2.7 

（登録者数／人口×１００） 

資料回転率（回） 
2.4 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9 

（総貸出冊数／蔵書冊数） 
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７．所蔵資料（蔵書構成） 

７－１．分類別図書構成 

一般書・ユース 児童書 一般書・ユース 児童書
0 総記 100 16 116 41 2 43 159 2.3
1 哲学 74 19 93 17 1 18 111 1.6
2 歴史 243 96 339 138 1 139 478 6.8
3 社会科学 604 136 740 124 6 130 870 12.4
4 自然科学 204 160 364 33 17 50 414 5.9
5 技術・工学 380 91 471 33 15 48 519 7.4
6 産業 169 37 206 11 2 13 219 3.1
7 芸術 254 86 340 63 4 67 407 5.8
8 言語 42 16 58 12 0 12 70 1.0
9 文学 352 653 1,005 51 9 60 1,065 15.2

0 40 40 0 0 0 40 0.6
0 743 743 0 125 125 868 12.4

895 0 895 328 4 332 1,227 17.5
2 0 2 552 0 552 554 7.9

3,319 2,093 5,412 1,403 186 1,589 7,001

購入
小計

寄贈
小計 合計 蔵書率(%)

分類

Ｃ　   紙芝居
Ｅ　   絵本
Ｆ　   日本小説
Ｍ　  コミック

蔵書合計  

 

７－２．視聴覚資料 

数 数 数

クラシック 34 日本映画 400 アクション 22

交響曲 90 ＳＦ・ホラー 120 ドラマ 34

管弦楽 52 外国アクション 209 レクリエーション 6

協奏曲 48 外国ドラマ 472 娯楽 37

器楽曲 72 日本アクション 55 99

室内音楽 55 日本ドラマ 222 日本映画 52

歌劇 17 1478 美術・演劇 26

声楽曲 10 ドキュメンタリー 208 自然科学・歴史 53

378 ミュージカルダンス 8 図書館関係 31

ポピュラー（日本） 1176 クラシック 31 社会科学 56

演歌・歌謡曲 147 美術 78 ビデオ教材 22

ポピュラー（外国） 247 演劇・演芸 45 家政 45

ラテン 22 球技・スポーツ 47 285

ジャズ 53 教養 109 児童 アニメ 140

映画音楽 70 自然科学 89 140

1715 歴史 274 524

邦楽 日本民謡 104 手話・実用 125

104 語学 75 娯楽　合計 1,577

演芸 395 家政・生活 67 教養　合計 1,441

朗読 31 1156 児童　合計 904

426 児童 アニメ 764

講演 96 764 DVD・ビデオ　合計 3,922

童謡 190 3,398

286 視聴覚資料　合計 6 ,835

2,909

数

ポピュラー 演歌・歌謡曲 4 購入 寄贈
4 DVD 167 0

4 ＣＤ 123 0
ビデオ 0 0

計 290 0

ＣＤのジャンル別数 DVDのジャンル別数 ビデオのジャンル別数

ジャンル ジャンル ジャンル

クラシック 娯楽 娯楽

小計

教養

小計

教養

小計

ポピュラー

小計

小計

小計 合計

小計

芸能
文化 小計

小計

児童・教育
その他

小計

合計

小計

合計 カセットのジャンル別数

ジャンル 平成27年度受入分合計

小計

合計
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７－３．潮来市立図書館 所蔵雑誌・新聞一覧 

所蔵雑誌数：255 タイトル（平成 26 年度末時点／バックナンバーのみの保管は含まない） 

1 ＡＥＲＡ 37 ＭＵＳＩＣＡ 73 アスキー.PC 

2 ａｆｆ（あふ） 38 ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ 74 アニメージュ 

3 ａｎ・ａｎ 39 Ｎｅｗｔｏｎ 75 安心 

4 bea’s up（ビーズ・アップ） 40 ＮＨＫきょうの健康 76 アントラーズフリークス 

5 ＢＥ－ＰＡＬ 41 ＮＨＫきょうの料理 77 池上彰と学ぶ日本の総理 

6 ＢＲＵＴＵＳ 42 ＮＨＫためしてガッテン 78 エコノミスト 

7 Ｃａｎｃａｍ（キャンキャン） 43 ＮＨＫみんなのうた 79 江戸 

8 ＣＡＰＡ（キャパ） 44 ＮＨＫ趣味の園芸 80 絵巻で楽しむ源氏物語 

9 ＣＤ＆ＤＬでーた 45 ｎｏｎ－ｎｏ 81 園芸ガイド 

10 ch FILES（シーエイチファイルズ） 46 Ｐｅｎ 82 オートバイ 

11 ＣＯＴＴＯＮ ＴＩＭＥ 47 ＰＨＰ 83 オール投資 

12 ＣｏｕＬｅｕｒ．（クルール）いばらき版 48 ＰＨＰスペシャル 84 オール読物 

13 cut 49 ＰＨＰ増刊号 くらしラクーる 85 おかずのクッキング 

14 Ｄｏｍａｎｉ（ドマーニ） 50 ＰＨＰのびのび子育て 86 オトナファミ 

15 ＤＶＤ＆ブルーレイでーた 51 ＰＨＰほんとうの時代Ｌｉｆｅ＋ 87 おはよう奥さん 

16 Ｅｄｕ（エデュー） 52 Ｐｏｃｏ’ｃｅ 88 おひさま 

17 ＥＳＳＥ 53 Ｒｏｃｋ’ｉｎ ｏｎ Ｊａｐａｎ 89 オレンジページ 

18 ＦＲＡＮＥＷＳ（フラニュース） 54 ｓａｉｔａ 90 会社四季報 

19 ＦＲａＵ（フラウ） 55 ＳＣＲＥＥＮ 91 かがくのとも 

20 ｇｕｉｔｔｏ（ぐいっと） 56 Sense 92 かつくら 

21 Happy Angel 57 ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ 93 カレントアウェアネス 

22 Hobby Japan 58 ｓｍａｒｔ 94 関東・東北じゃらん 

23 Ｈｕｇｅ（ヒュージ） 59 Ｓｐｏｒｔｓ ｇｒａｐｈｉｃ ｎｕｍｂｅｒ 95 キネマ旬報 

24 ｉちゃっと 60 ＳＴＯＲＹ 96 季報 情報公開・個人情報保護 

25 Ｊｏｙｏ ＡＲＣ 61 ＳＵＭＡＩ ｎｏ ＳＥＫＫＥＩ 97 きょうの料理ビギナーズ 

26 ＬＥＥ 62 Ｓｗｅｅｔ 98 クーヨン 

27 Ｌｅｔｔｅｒ Ｐａｒｋ 63 Tarzan（ターザン） 99 クローバー 

28 ＬＩＳＮ（リスン） 64 Ｔｈｅ２１ 100 クロワッサン 

29 Lure magazine（ルアーマガジン） 65 ＶＥＲＹ 101 古社名刹巡拝の旅  

30 ＭＡＭＯＲ 66 ＶＯＣＥ 102 こどもＭＯＥ 

31 MdN 67 ＶＯＬＬＥＹ ＢＡＬＬ 103 こどものとも 

32 ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ 68 Ｗｈａｔ’s in(ワッツイン) 104 こどものとも 0.1.2 

33 Ｍｅｎ’ｓ ｎｏｎｎｏ 69 Ｗｉｔｈ 105 こどものとも 年少版 

34 ｍｉｎｉ 70 ＹＵＣＡＲＩ 106 こどものとも 年中向き 

35 ＭＯＥ 71 アーティスト・ジャパン  107 こどもブティックｃｕｃｉｔｏ 

36 Ｍｏｒｅ 72 アートリサーチ 108 この本読んで！ 
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109 コンパス時刻表 145 日経 woman 181 歴史でめぐる鉄道全路線  

110 サステナ 146 日経おとなのＯＦＦ 182 レコード藝術 

111 サッカーａｉ 147 日経トップリーダー 183 レタスクラブ 

112 サッカーダイジェスト 148 日経ヘルス 184 ロータリーの友 

113 サライ 149 日本の歳時記  185 和樂 

114 サンキュ !  150 日本百名山  186 栄養と料理 

115 山野草とミニ盆栽 151 ニューズウィーク日本版 187 音楽の友 

116 四国八十八ヵ所遍路の旅 152 ニューズレター 188 家庭画報 

117 司法の窓 153 猫びより 189 花時間 

118 週刊アスキー 154 ネットワーク資料保存 190 近代食堂 

119 週刊ダイヤモンド 155 農業いばらき 191 近代盆栽 

120 週刊読書人 156 のんびる 192 金曜日 

121 ジュニアエラ 157 パーゴルフ 193 群像 

122 心理臨床の広場 158 ハウジング 194 蛍雪時代 

123 スタイルアサヒ 159 ハウジング・トリビューン 195 芸術新潮 

124 すてきな奥さん 160 ピクトアップ 196 月刊福祉 

125 すてきにハンドメイド 161 ひばり 197 剣道日本 

126 生命誌 162 ひよこクラブ 198 現代の図書館 

127 世界の美術館  163 フォトいばらき 199 現代詩手帖 

128 世界百不思議  164 ふぉるむ 200 現代農業 

129 ダ・ヴィンチ 165 プラス１リビング 201 古寺を巡る  

130 ダイヤモンドＺＡｉ 166 プレジデント 202 碁ワールド 

131 たくさんのふしぎ 167 プレジデントファミリー 203 航空ファン 

132 たまごクラブ 168 文藝春秋 204 国立国会図書館月報 

133 ちいさなかがくのとも 169 文藝春秋 SPECIAL 205 山と渓谷 

134 チャイルドヘルス 170 別冊文藝春秋 206 子供の科学 

135 つり人 171 へら専科 207 自家用車 

136 電撃文庫ＭＡＧＡＧＩＮＥ 172 マイガーデニング 208 趣味の園芸ビギナーズ 

137 伝統文化 173 毎日フォーラム 209 週刊ベースボール 

138 天然生活 174 マンガ世界の偉人 210 週刊新潮 

139 図書館情報メディア研究 175 ミセス 211 週刊朝日 

140 永青文庫 176 やさい畑 212 週刊文春 

141 なごみ 177 ゆうゆう 213 将棋世界 

142 ナチュリラ 178 ランドネ 214 小説現代 

143 にちぎん 179 ランナーズ 215 常陽藝文 

144 日経ＰＣビギナーズ 180 リエール 216 新説戦乱の日本史  
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217 新潮 253 歴史のミステリー  

218 人文会ニュース 254 歴史街道 

219 図書 255 歴史読本 

220 図書館雑誌   

221 世界   

222 正論   

223 創   

224 早稲田文学   

225 短歌   

226 男の隠れ家   

227 中央公論   

228 鉄道ジャーナル   

229 鉄道ファン   

230 天文ガイド   

231 東京女子医科大学雑誌   

232 東洋経済   

233 日経ＰＣ２１   

234 日経エンタテインメント   

235 日経サイエンス   

236 日経トレンディ   

237 日経ビジネス   

238 日経ビジネスアソシエ   

239 日経マネー   

240 日本の参考図書 四季版   

241 俳句   

242 美しいキモノ   

243 婦人公論   

244 文学界   

245 暮しと健康   

246 暮しの手帖   

247 法律のひろば   

248 墨   

249 本郷   

250 盆栽世界   

251 陸上競技マガジン   

252 旅の手帖   

 

1 毎日新聞 

2 読売新聞 （朝刊・夕刊） 

3 朝日新聞 （朝刊・夕刊） 

4 茨城新聞 

5 常陽新聞 

6 東京新聞 

7 日本経済新聞 （朝刊・夕刊） 

8 産経新聞 

9 スポーツニッポン 

10 スポーツ報知 

11 日刊工業新聞 

12 日経産業新聞 

13 日経ヴェリタス 

14 日経流通新聞 

15 日本農業新聞 

16 図書新聞 

17 週刊読書人 

18 毎日小学生新聞 

19 ジャパンタイムズ 

20 読売 KODOMO新聞 

21 中小企業振興 

22 EL GOLAZO （エル・ゴラッソ） 

 

所蔵新聞数：22誌 



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
図書館だより

(クローバー特集)
図書館員今月の本棚１

・切り花
花をたのしむ

・お金と暮らしを考える
～消費税を学ぶ本～

・美文字のすすめ
・3Dプリンター　～新た
なものづくりのツール
～

・夏だ！海だ！プール
だ！～楽しむ水泳、健
康づくりの水泳～

・新たなブーム！？～
病院食レシピ特集～

・もっと知りたいがんに
ついて～毎年１０月は
乳がん月間～

・デジタルカメラ
　ビデオカメラ

・日本の絶品スイーツ
・凄すぎる１００円グッ
ズの世界

・スニーカー
・凄すぎる文房具の世
界

図書館員
今月の本棚２

（最新時事関連本）
・消費税

・消費税
・あやめ祭り

・ワールドカップ
・あやめ祭り
・消費税

・旅行、観光ガイド
・潮来祇園祭礼
・文学賞特集

・文学賞特集 ・文学賞特集

図書館員
今月の本棚３

おすすめ本２

おすすめ本３
（追悼特集）

・ガルシアマルケス ・渡辺淳一
・吉田足日
・ダニエルキイス

・ナディンゴーディマ
・深田祐介

・木田元
・山口洋子
・稲葉真弓

その他（特集）
※不定期コーナー

・本屋大賞 ・本屋大賞 ・七夕特集
・夏休みの本（緑陰図
書）

・敬老の日特集
・ハロウィン特集
・ＰＯＰコンテスト結果

・子ども司書おすすめ
本
・ＰＯＰコンテスト結果

・子ども司書おすすめ
本
・ＰＯＰコンテスト結果

子ども司書おすすめ本

児童特集
でんしゃでゴー！

（テーマ：電車・列車・汽
車）

お母さんだいすき！
（テーマ：お母さん）

雨の日を楽しもう！
（テーマ：雨・カエル）

サーカスがやってくる
（テーマ：サーカス）

こわい？かわいい？おば
けがいっぱい

（テーマ：おばけ）

ぼうけんにでかけよう！
（テーマ：ぼうけん）

こんなおうちにすみたい
な

（テーマ：いえ（家））

どんぐりころころ
（テーマ：どんぐり）

ハッピーホリデーズ
（テーマ：クリスマス）

ヒツジトヤギのちがいって
（テーマ：羊・山羊）

さがす・あそぶ絵本
（テーマ：探し絵）

みんながえらんだ本
（テーマ：こんな本よんだ

よ紹介本）

企画展示１
（２段棚）

冬休み特集
１１月２９日（土）～

１月９日（金）

企画展示２
（５段棚）

・読書ノート配布（通年）
・巡回貸出事業（通年）

・大生原小学校（社会見
学）

・潮来小学校（社会見学）
・麻生小学校（ブックトー
ク）

・うしぼり幼稚園（読み聞
かせ講演）
・潮来小学校（ブックトー
ク）
　全学年

・職場体験（日の出中学
校）
・職場体験（潮来１中）
・職場体験（潮来2中）
・職場体験（牛堀中学校）
・インターンシップ（常磐

・学校教員向けブックコー
ト講習

・牛堀小学校（ブックコー
ト講習）
・うしぼり幼稚園（社会見
学）
・鹿嶋特別支援学校（社
会見学）

・日の出、潮来、津知、牛
堀

・延方、潮来、津知、牛堀
　日の出学童

講演会･講座
（依頼）

・大人のための朗読会
（いたこおはなしの会）

・おもしろ理科先生　「ア
ニメマシンをつくってみよ
う」

・潮来祇園祭礼写真展

・茨城県立歴史館出前講
座
　「勾玉つくり講座」
・ダンス講座（友の会）
・清真学園サイエンスラ

・花植え（友の会）

・丸シールでアートにチャ
レンジ（大村雪乃ワーク
ショップ）
・大人のための朗読会
（いたこおはなしの会）

・クリスマスコンサート
・おもしろ理科先生「ハン
ドランチグライダーをつ
くってみよう」

・おもしろ理科先生「静電
気の科学」

企画事業
（スタッフ他）

・図書館まつり
・子ども司書講座
・図書館まつり

・子ども司書講座
・親子花植え体験（友の
会）
・子ども司書講座

・子ども司書講座
・ＰＯＰコンテスト

・子ども司書講座
・ＰＯＰコンテスト

・子ども司書講座
・ハロウィンパーティー
・ＰＯＰコンテスト

・子ども司書講座
・ミステリーバッグ

・子ども司書講座
・ミステリーバッグ

・子ども司書講座
・大判かるた大会

・ミステリーバッグ
・布絵本作り

・ミステリーバッグ

・ビジネスセミナー
（女性起業セミナー）

・商工会講座（危険物）

・商工会講座（衛星管理
資格）
・ビジネスセミナー
（チラシＰＯＰセミナー）

・商工会講座（危険物） ・ビジネスセミナー ・ビジネスセミナー ・ビジネスセミナー ・ビジネスセミナー

・おしりかじり虫　かじり
屋、本日開店！？
・ソルト

・オリバー　ニューヨー
ク子猫ものがたり
・レ・ミゼラブル

・長ぐつをはいたネコ
・深海の超巨大イカ

・こびと観察入門
・極北ラプソディ／前・
後編

・くまのプーさん　プー
さんのオバケたいじ
・ライフ・オブ・パイ／ト
ラと漂流した２２７日

・ふしぎな島のフローネ
・新・御宿かわせみ

・ムーミンパペット・アニ
メーション
・ノラ

・ふるさと再生日本の
昔ばなし
・スノーホワイト

上映会スペシャル版
・ピーターパンの冒険
・魍魎の匣

・うっかりペネロペ
・100回泣くこと

・エラゴン
・蝉しぐれ

・たまご
・おともだち
・お話し会拡大版
　（図書館まつり）
・手紙

・こどもの日（図書館まつ
り）
・お母さん
・えんそく

・歯
・お父さん
・雨

・七夕
・山
・海

・虫
・せんそう
・おばけ

・おじいちゃんおばあちゃ
ん
・たべもの
・おんがく

・さかな
・ハローウィン特別版
　（うしぼりおはなし会）

・どんぐり
・がいこくのはなし
・動物

・サーカス
・クリスマス特別版
（友の会）
・冬休み特別版

・大判かるた大会おはな
し会
・えと
・雪

・チョコレート
・ねこ
・花

・ぼうけん
・ゆめ
・きょうだい

ブックトーク
（年間定期開催）

子育て支援
（年間定期開催）

その他
・ひたちなか市立図書館
視察見学受入

・茨城県図書館協会県央
鹿行地区部会総会

・筑波大学　職員長期研
修講師

・蔵書点検
・日高市教育委員会視察
受入

・「今月の本棚」「おすすめ本」以外に特集するものについて、不定期にコーナー展開する。

映画会
（年間定期開催）

・第3土曜日／子ども向け上映 　　　　・第3日曜日／青少年大人向け上映　　　（すべて午後２時～）

おはなし会
（年間定期開催）

・ 第１，３木曜日：子育て広場（読み聞かせ）／場所：２階､第２集会室／おはなし会開催時間：11:30～ 　＜第１木曜日：うしぼりおはなし会、第３木曜日：スタッフ＞
・ 第１日曜日、第２，４土曜日／場所：2階､おはなしの部屋／時間：午後２時～  　＜第１日曜日：スタッフ、第２土曜日：図書館友の会Ａ、第４土曜日：図書館友の会Ｂ＞
※おはなし会イベントが企画されている場合は、開催日および担当が変更になる場合がある。

ビジネス支援

・起業経営無料相談会（中小企業診断士協会、潮来市観光商工課、潮来市商工会との連携事業として／毎月第４日曜日に開催する）
・就職無料相談会（茨城県就職支援センターとの連携事業として／毎月第４水曜日に開催する）

・学校巡回貸出事業　：　市内の小学校、中学校に図書館で選定した資料を巡回で貸出をする。セットを２ヶ月（または３ヶ月）ごとに各学校を巡回。
・読書ノート配布　：　小学生1年生、2年生、3年生を対象に読書ノートを配布する。
・学童クラブ出張おはなし会、セット貸出　：　夏期・冬期に市内各学童クラブにて出張おはなし会と図書の貸出を行う。

・毎週木曜日／場所：２階、第２集会室／時間：１０：００～１５：００
※（市立図書館　読み聞かせ）第１，３木曜日　　（中央公民館　読み聞かせ）第４水曜日　／　読み手は図書館スタッフおよび図書館友の会

映画原作（通年）

昔のくらし特集
１月１０日（土）～３月３１日（火）

郷土作家特集
（茨城出身・茨城在住作家作品）

文学賞　受賞作品
（児童書～一般書）

3
9

８．平成26年度　潮来市立図書館事業実績

科学読み物・科学絵本特集
４月１日（火）～７月１０日（木）まで

夏休み特集
７月１１日（金）～９月５日（金）まで

厚生労働省児童福祉文化財
９月６日（土）～１１月２８日（金）

おすすめ本１ 大河ドラマ（八重の桜） 大河ドラマ

３歳児健診（保健センター）での読み聞かせ（読み手：図書館スタッフ、図書館友の会）

学校支援事業



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

今月の本棚１
（クローバーと連動）

・ビジネスマナー ・めざせＹｏｕｔｕｂｅｒ ・寝台列車 ・工場見学
・プラレールとトミカの
世界＆知育に役立つ
ＬＥＧＯ

・大人でも楽しめる図
鑑

・大人の趣味（レザー
クラフト）

・大人の趣味（木工
（ＤＩＹ））

・大人の趣味（アクセ
サリー）
・スターウォーズ

・大人の趣味(アクセ
サリー）

・大人の趣味（ハンド
メイド）

・大人の趣味（ハンド
メイド）

今月の本棚２
（時事関連本）

※社会動向により変更の場合がある

・アレルギー ・健康法 ・日本の防衛 ・すごすぎる日本のも
のづくり

・世界の車事情 ・ロボット 秋そば ・体幹トレーニング ・フィギュアスケート ・一人暮らし
・海外古典ミステリー
（アガサ・クリスティ）

・海外古典ミステリー

今月の本棚３

おすすめの本１

おすすめの本２

おすすめの本３

児童特集
がっこう大好き
（テーマ：学校）

えんそく・ピクニックに行
きたいな

（テーマ：えんそく・ピク
ニック）

お父さん大好き！
（テーマ：お父さん）

虫・虫大集合
（テーマ：虫）

こわい？かわいい？お
ばけがいっぱい
（テーマ：おばけ）

おんがくかいにでかけよ
う！

（テーマ：おんがく）

星空を見上げて
（テーマ：宇宙・星座）

おいもせいぞろい
（テーマ：おいも）

ハッピーホリデーズ
（テーマ：クリスマス）

よまざるをえない
（テーマ：おさる）

おふろでいいきもち
（テーマ：おふろ）

みんながえらんだ本
（テーマ：こんな本よんだ

よ紹介本）

企画展示１
（２段棚）

冬休み特集
１１月２８日（土）～
１月８日（金）

企画展示２
（５段棚）

誕生日別作家特集
（4月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（5月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（6月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（7月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（8月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（9月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（10月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（11月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（12月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（1月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（2月生まれの作家）

誕生日別作家特集
（3月生まれの作家）

・ムーミン・パペット・ア
ニメーション　ママの
巻

・はたらく車エクストラ
２

・はだかの王様／劇
団四季

・にじになったさかな
・焼跡の、お菓子の木
ｏｒ　・アンネの日記

・笑う大天使（ミカエ
ル）

他１作品上映予定 他１作品上映予定 他１作品上映予定 他１作品上映予定

講演会･講座
（依頼）

・県立歴史館出前講
座

・清真学園サイエンス
ラボ

・文学講座
・おもしろ理科先生

・おもしろ理科先生 ・おもしろ理科先生
・県立歴史館出前講
座

・おもしろ理科先生

企画事業
（スタッフ）

・図書館まつり
（開館記念、振興月
間）

・子ども司書講座
・ﾐｽﾃﾘｰﾊﾞｯｸﾞ（中高
生）

・子ども司書講座
・ﾐｽﾃﾘｰﾊﾞｯｸﾞ（児童）

・子ども司書講座
・ＰＯＰコンテスト

・子ども司書講座
・ＰＯＰコンテスト

・子ども司書講座
・川柳コンテスト

・子ども司書講座
・川柳コンテスト
・仮装で図書館
　（ハロウィンイベン
ト）

・子ども司書講座
・川柳コンテスト
・ﾐｽﾃﾘｰﾊﾞｯｸﾞ（一般）

・子ども司書講座
・ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ

・子ども司書講座
・和綴じ本制作

・布絵本作り
・ﾐｽﾃﾘｰﾊﾞｯｸﾞ（児童）

お話し会
・お話会特別版
（スタッフ）

・お外でお話会
（スタッフ）
・朗読会
（いたこお話しの会）

ハローウィンお話会
（うしぼりお話し会）

朗読会
（いたこお話しの会）

お話会特別版
（スタッフ）

・大判かるた大会

学校支援
読書推進事業

・読書ノート配布（通
年）
・巡回貸出事業（通

・学童クラブセット貸出 ・学童クラブセット貸出 ・学童クラブセット貸出 ・学童クラブセット貸出

ビジネス支援 ・起業経営無料相談会
・就職無料相談会

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・経営支援講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・就活スキルアップセミ
ナー

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・消費生活関連講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・経営支援講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・就活スキルアップセミ
ナー

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・消費生活関連講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・経営支援講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・就活スキルアップセミ
ナー

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・消費生活関連講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会
・経営支援講座

・起業経営無料相談会
・就職無料相談会

公民館巡回

その他 ・蔵書点検（休館）

2作品上映予定 2作品上映予定

厚生労働省児童福祉文化財
９月５日（土）～１１月２７日（金）

昔のくらし特集
１月９日（土）～３月３１日（木）

2作品上映予定

・子育て広場（毎週木曜日）
　第１第３木曜日（図書館）読み聞かせ
　第4水曜日（中央公民館）読み聞かせ

・公民館巡回貸出事業（通年実施）
・公民館図書室相互貸借事業（通年実施）

2作品上映予定 2作品上映予定 2作品上映予定 ・上映会スペシャル版

・大河ドラマ

映画会
（年間定期開

催）

4
0

第3土曜日：子ども向け上映会；第3日曜日：大人向け上映会　各日13：30～　（※上映作品は、新規購入資料及び「みんなでシネマ」事業の上映作品一覧から選定する）

９．平成27年度　潮来市立図書館事業計画

・映画原作

・追悼特集（不定期）

第27回よい絵本
4月１日（水）～７月９日（木）まで

夏休み特集
７月１０日（金）～９月４日（金）まで



開館時間 10：00～19：00
休館日

242日 290日 288日 287日 318日 325日 337日 335日 333日 2755日
166,890     192,157     197,776     192,110     189,717     193,830     209,161     193,511    198,428     1,733,580  
229,093     287,945     327,232     315,419     308,198     313,166     326,306     313,173    315,936     2,736,468  
108,712     123,514     135,322     131,977     118,579     110,877     127,059     108,557    108,973     1,073,570  

8,232         2,176         1,722         1,303         1,082         914           892           1,009        799           18,129      

3,425         3,829         3,933         3,841         2,781         2,193         1,997        1,586        1,390        24,975      
1,993         5,051         6,859         6,817         7,346         7,414         7,861        7,057        4,552        54,950      

433           468           652           707           1,116         1,232         1,377        1,492        1,609        9,086        
聞蔵 281           250           91             80             203           125           138           105          123           1,396        

茨城新聞 263           297           57             147           255           201           150           141          163           1,674        
日経テレコン21 -              -              227           173           310           172           171           182          195           1,430        

ナクソス -              -              -              -              -              -              -              344          211           555          
ノート 646           857           532           163           74             30             7              15            8              2,332        

デスクトップ 3,865         5,473         5,560         5,371         3,932         3,208         2,433        1,851        1,495        33,188      
文献・事項調査 2,549         4,178         4,636         5,048         4,945         3,572         3,329        2,810        2,516        33,583      
利用指導 2,856         4,710         5,223         5,633         5,157         3,504         3,475        2,957        2,408        35,923      
その他 87             -              4              2              1              2              1              4             -              101          
参考調査 110           171           80             161           257           135           181           145          188           1,428        

223           252           453           555           778           1,060         1,105        1,888        1,860        8,174        

5月～8月：月2回
9月～3月：月４回 毎月4回 毎月4回 毎月4回 毎月4回 毎月4回 毎月4回 毎月4回 毎月4回

573           742           343           288           259           673           836           1,043        1,058        5,815        
540           690           318           231           183           304           507           688          728           4,189        

1,113         1,432         661           519           442           977           1,343        1,731        1,786        10,004      

毎月4回 毎月4回 毎月2回 毎月2回 毎月2回 毎月2回 毎月2回 毎月2回 毎月2回
1,126         599           247           113           75             86             101           84            61            2,492        

434           563           196           97             55             67             68            60            64            1,604        
1,560         1,162         443           210           130           153           169           144          125           4,096        

1,794 3,051 3,695         4,916         6,974         5,810         6,867        5,678        7,500        46,285      
324 403 423           507           83             -              3,299        4,000        3,669        12,708      

2,118         3,454         4,118         5,423         7,057         5,810         10,166       9,678        11,169       58,993      

596
949
327
2

シネマテーク

おはなし会動員数
こども

スタディルーム利用人数

総計 一日平均
（実日数2755

日）

629
993
390
7

データ
ベース

平成26年
度

一日平均
（実日数333

同伴者

合計

パソコン

レファレンス

文献複写

合計

平成26年度平成25年度

上映会動員数

学習室利用状況（15：00）

こどもえいが会

4
1

貸出し冊数
総来館者数

貸出者数

平成18年度
（10ヶ月）

平成24年度平成21年度

集会室

合計

平成22年度

予約
リクエスト

AV館内閲覧

１０．潮来市立図書館　利用実績

（平成18年度5月開館～平成26年度）

新登録者数

第3水曜日、特別館内整理日　（※平成21年度まで月曜日は休館）

平成23年度

開館日数

平成20年度平成19年度

（※平成21年度まで金曜日は13:00～19:00）

各種月計
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１１．公民館図書室 

館 名 中央公民館  

＜施設内容＞ 

1階：大ホール・和室 

2階：和室・研修室・料理室 

図書室 

3階：学習室・研修室 

視聴覚室 

体育室、工作室 

住 所 潮来市日の出 3-11 

電話番号 0299-66-0660 

Ｆ Ａ Ｘ 0299-66-4339 

開館時間 午前 9時～午後 5時 

休 館 日 年末年始 

所蔵資料 一般図書 4,519点 

児童図書 2,877点 

計 7,396点 

 

館 名 潮来公民館  

＜施設内容＞ 

地下：中ホール 

1階：会議室・和室・実習室 

大ホール 

2階：学習室・図書室 

住 所 潮来市潮来 456-1 

電話番号 0299-62-3522 

Ｆ Ａ Ｘ 0299-62-4683 

開館時間 午前 9時～午後 5時 

休 館 日 ・年末年始 

・毎週月曜日。（※１） 

所蔵資料 一般図書 3,636点 

児童図書 2,439点 

計 6,075点 

 

館 名 津知公民館  

＜施設内容＞ 

1階：和室・実習室 

2階：学習室１・学習室２ 

大ホール 

住 所 潮来市辻 794-1 

電話番号 0299-62-4755 

Ｆ Ａ Ｘ 0299-62-4755 

開館時間 午前 9時～午後 5時 

休 館 日 ・年末年始 

・毎週月曜日。（※１） 

所蔵資料 一般図書 850 点 

児童図書 971 点 

計 1,821点 

 

館 名 延方公民館  

＜施設内容＞ 

1階：和室・実習室・工芸室 

2階：学習室・大ホール 

住 所 潮来市新宮 1942-1 

電話番号 0299-66-6011 

Ｆ Ａ Ｘ 0299-66-6012 

開館時間 午前 9時～午後 5時 

休 館 日 ・年末年始 

・毎週月曜日。（※１） 

所蔵資料 一般図書 768 点 

児童図書 1,251点 

計 2,019点 
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館 名 大生原公民館  

＜施設内容＞ 

1階：大会議室 

2階：研修室・和室・実習室 

住 所 潮来市大生 1027-4 

電話番号 0299-67-5898 

Ｆ Ａ Ｘ 0299-67-5898 

開館時間 午前 9時～午後 5時 

休 館 日 ・年末年始 

・毎週月曜日。（※１） 

所蔵資料 一般図書 532 点 

児童図書 1,050点 

計 1,582点 

 

※１：原則月曜日が休館日。ただし，国民の祝日にあたる場合は開館いたします。 

その場合は，直近の休日でない日が休館日となります。ただし，国民の祝日にあたる場合は開館い

たします。その場合は，直近の休日でない日が休館日となります。 

 

＜利用案内＞ 

◇利用できる方 ： 市内在住･在学・在勤の方のみ。  

◇資料を借りるには ： 図書貸出票に必要事項を記入の上、 

           住所の確認できるもの(保険証や運転免許証など)を添えて提出します。  

◇貸出冊数 ： ５冊  

◇貸出期間 ： １４日間  

◇返すとき ： 資料を借りた公民館へ返却してください。 

 

【市立図書館・公民館図書室相互連携】 

 

潮来市立図書館が所蔵する豊富な資料を、市民のみなさまに広く提供するために、月ごとに公民館図

書室へ、巡回展示貸出をすることになりました。日常生活において、関心の高いテーマを選び資料を集

め、各地区公民館ごとに巡回いたします。 

 

＜展示期間・巡回ルート＞ 

◇展示期間 ： １ヶ月間。毎月初めに、新しいセット資料が展示されます。 

◇巡回ルート： 

中央公民館 → 潮来公民館 → 津知公民館 

↑ 大生原公民館 ← 延方公民館 ←┘ 

 

＜貸出・返却＞ 

◇貸出できます。詳しくは、公民館職員へお問合せください。  

◇返却は、借りた公民館へお戻しください。図書館には返却できません。 



 

 

 

 

 

（資料編） 
 

 

 

・潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例 

・潮来市立図書館管理運営規則 

・潮来市立図書館資料収集要綱 

・潮来市立図書館資料の除籍及び処理に関する要綱 
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○潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例  

平成 17 年 12 月 12 日  

条例第 46 号  

(趣旨 ) 

第 1 条  この条例は，図書館法 (昭和 25 年法律第 118 号。以下「法」という。)

第 10 条及び地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 244 条の 2 第 1 項の規定

に基づき，潮来市立図書館 (以下「図書館」という。 )の設置及び管理に関

し必要な事項を定めるものとする。  

(平 21 条例 29・一部改正 ) 

(設置 ) 

第 2 条  市民の教育と文化の発展に寄与するため，法第 2 条第 1 項に規定す

る図書館を設置する。図書館の名称及び位置は次のとおりとする。  

名称  潮来市立図書館  

位置  潮来市牛堀 289 番地  

(管理 ) 

第 3 条  図書館は，潮来市教育委員会が管理する。  

2 図書館は，常に良好な状態で管理し，設置目的に応じて最も効果的な運用

をしなければならない。  

3 図書館の利用者は，管理者の指示した事項を遵守しなければならない。  

(平 21 条例 29・旧第 4 条繰上 ) 

(図書館協議会 ) 

第 4 条  法第 14 条第 1 項の規定に基づき，潮来市立図書館協議会 (以下「協

議会」という。 )を置く。  

2 協議会は，潮来市立図書館協議会委員 (以下「委員」という。 )10 人以内

をもって組織し，法第 15 条に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

3 委員の任期は，2 年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合の

補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。  

4 非常勤職員の報酬及び費用弁償については，潮来市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和 32年条例第 7号 )の定めると

ころによる。  

(平 21 条例 29・旧第 5 条繰上 ) 

(施設貸出及び使用料 ) 

第 5 条  図書館施設のうち集会室，視聴覚室を図書館の事業運営に支障がな

い限りにおいて，使用目的が生涯学習の振興のための活動と認めた場合，

他に使用させることができる。なお，貸出施設は，別表の左欄に掲げる使

用区分の施設とする。  
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2 図書館施設を使用できる者は，主に生涯学習振興を目的に活動する団体と

する。ただし，館長が特に必要があると認めたときは，この限りではない。  

3 図書館を使用する者は別表に定める使用料を納付しなければならない。  

(平 21 条例 29・旧第 6 条繰上 ) 

(使用料の減免 ) 

第 6 条  使用料は，教育委員会規則で定めるところにより，減額又は免除す

ることができる。  

(平 21 条例 29・旧第 7 条繰上 ) 

(使用料の返還 ) 

第 7 条  すでに納付された使用料は，返還しない。ただし，特別の事情があ

る場合は，教育委員会規則で定めるところにより，その全部又は一部を返

還することができる。  

(平 21 条例 29・旧第 8 条繰上 ) 

(指定管理者による管理 ) 

第 8 条  教育委員会は，図書館の管理に関する業務を地方自治法 (昭和 22 年

法律第 67 号 )第 244 条の 2 第 3 項の規定により，法人その他の団体で教育

委員会が指定する指定管理者 (以下「指定管理者」という。 )に行わせるこ

とができる。  

2 前項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合においては，

第 3 条，第 4 条及び第 8 条の規定の適用については，同条中「潮来市教育

委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし，第 5 条，第

6 条及び第 7 条の規定の適用については，同条中「使用料」とあるのは「利

用料」とする。  

(平 21 条例 29・追加 ) 

(指定管理者が行う業務の範囲 ) 

第 9 条  指定管理者に行わせることができる業務は，次に掲げる業務とする。 

(1) 施設等の使用許可に関すること。  

(2) 施設等の維持管理に関すること。  

(3) その他教育委員会が定めること。  

2 指定管理者は，この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い，図書

館の管理を行わなければならない。  

3 第 5 条の使用料は，指定管理者が別表に定める範囲内において，あらかじ

め教育委員会の承認を得て定めることができる。  

(平 21 条例 29・追加 ) 

(個人情報の取扱い ) 

http://www.city.itako.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e0530494001.html#b1#b1
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第 10 条  指定管理者は，図書館の管理に関し保有する個人情報 (以下「個人

情報」という。)の漏えい，滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。  

2 指定管理者は，図書館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し，

又は提供してはならない。指定の期間が満了し，又は指定を取り消された

後も，また同様とする。  

3 個人情報の取扱いに従事する者は，その職務に関して知り得た個人情報の

内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。そ

の職を退いた後も，また同様とする。  

4 指定管理者は，その指示を受けた期間が満了し，又はその指定を取り消さ

れたときは，市長の指示に従い，個人情報を市長に引き渡し，又は廃棄し，

若しくは消去しなければならない。  

(平 21 条例 29・追加 ) 

(委任 ) 

第 11 条  この条例に定めるもののほか，図書館の管理運営その他に関し必要

な事項は，教育委員会規則で定める。  

(平 21 条例 29・旧第 9 条繰下 ) 

附  則  

この条例は，公布の日から施行する。  

附  則 (平成 21 年 9 月 30 日条例第 29 号 ) 

この条例は，公布の日から施行する。  

 

別表 (第 6 条関係 ) 

潮来市立図書館使用料  

使用  

区分  

午前 10 時～正午  午後 1 時～午後 5 時  

通常  暖冷房装置を  

使用する期間  
通常  暖冷房装置を  

使用する期間  

集会室 1 2,100 円  2,310 円  3,150 円  3,470 円  

集会室 2 2,100 円  2,310 円  3,150 円  3,470 円  
視聴覚室  2,100 円  2,310 円  3,150 円  3,470 円  

備考  

暖冷房装置を使用する期間は，冬期を 12 月 1 日から 2 月末日

とし，夏期を 7 月 1 日から 8 月 31 日とする。  
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○潮来市立図書館管理運営規則 

平成 17年 12月 22日 

教委規則第 8号 

目次 

第 1章 総則(第 1条) 

第 2章 組織(第 2条・第 3条) 

第 3章 図書館奉仕 

第 1節 通則(第 4条～第 11条) 

第 2節 個人貸出(第 12条～第 16条) 

第 3節 団体貸出(第 17条～第 19条) 

第 4節 配送貸出(第 20条・第 21条) 

第 5節 図書館施設及び設備の利用(第 22条～第 27条) 

第 4章 図書館資料の寄贈及び寄託(第 28条・第 29条) 

第 5章 雑則(第 30条～第 32条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，潮来市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成 17年条例第 46号)

第 9 条の規定に基づき，潮来市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第 2章 組織 

(平 18教委規則 2・追加) 

(館長) 

第 2条 図書館に館長を置く。 

2 館長は，図書館の所掌事務を統括し，所属職員を指揮監督する。 

(平 18教委規則 2・追加) 

第 3条 削除 

(平 21教委規則 7) 

第 3章 図書館奉仕 

(平 18教委規則 2・旧第 2章繰下) 

第 1節 通則 

(事業) 

第 4条 図書館は，図書館法(昭和 25年法律第 118号。以下「法」という。)第 3条に掲げ

る事業及びその他図書館の目的達成に必要な事業を行う。 

(平 18教委規則 2・旧第 2条繰下) 
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(開館時間) 

第 5 条 図書館の開館時間は，次のとおりとする。ただし，館長が必要と認めたときは，

これを変更することができる。 

市立図書館 午前 10時から午後 7時まで 

(平 18教委規則 2・旧第 3条繰下，平 22教委規則 2・一部改正) 

(休館日) 

第 6 条 図書館の休館日は，次の各号に定めるとおりとする。ただし，館長が必要と認め

たときは臨時に休館することができる。 

(1) 1月 1日から 1月 3日まで及び 12月 29日から 12月 31日まで 

(2) 館内整理日(毎月第 3 水曜日。ただし，その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23

年法律第 178号)に規定する休日に当たるときは，その日後の直近の休日でない日とす

る。) 

(3) 特別整理期間(年間 10日以内) 

2 館長は，前項ただし書きの規定により臨時休館日を定めるに当たっては，教育委員会教

育長(以下「教育長」という。)の承認を得るものとする。 

(平 18教委規則 2・旧第 4条繰下，平 20教委規則 16・平 22教委規則 2・一部改正) 

(入館者の心得) 

第 7条 入館者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外に図書資料を持ち出さないこと。 

(2) 館内においては，静粛にし，他人に迷惑をかけないこと。 

(3) 所定の場所以外で喫煙，飲食をしないこと。 

(4) その他館長が特に必要と認めたこと。 

(平 18教委規則 2・旧第 5条繰下) 

(入館の制限) 

第 8 条 館長は，めいてい者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては，入館を禁

止し，又は退館させることができる。 

(平 18教委規則 2・旧第 6条繰下) 

(利用者の範囲) 

第 9 条 図書館奉仕を受けることができる者は，市内に居住し，又は通勤若しくは通学す

る者とする。ただし，館長が特に必要と認めたときは，この限りでない。 

(平 18教委規則 2・旧第 7条繰下) 

(利用者の制限) 

第 10 条 館長は，この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては，図書，記録，

視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)及び館内の施設の利

用を一時停止し，又は禁止することができる。 

(平 18教委規則 2・旧第 8条繰下) 
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(損害の弁償) 

第 11条 利用者は，故意又は重大な過失により，図書館の施設，設備器具又は図書館資料

を汚損，破損若しくは紛失したときは，現品又は相当の代価をもって弁償しなければな

らない。 

(平 18教委規則 2・旧第 9条繰下) 

第 2節 個人貸出 

(貸出の手続) 

第 12条 図書館資料(以下「図書等」という。)の貸出を受けようとする者は，図書館利用

申込書を館長に提出し，その許可を受けなければならない。 

2 館長は，前項に定める申込書を審査し，適当と認めたときは，貸出を受けようとする者

に対して図書利用カード(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。 

(平 18教委規則 2・旧第 10条繰下) 

(利用カードの取り扱い) 

第 13条 利用カードの取り扱いは，次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 利用カードを紛失したとき，又は住所等を変更したときは，速やかにその旨を館長

に届けなければならない。 

(2) 利用カードは，他人に譲渡し，又は貸与してはならない。 

(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され，損害が生じた場合には，その

責めは登録者本人に帰するものとする。 

(4) 利用者の過失による利用カードの再発行は，利用者の実費負担とする。 

(平 18教委規則 2・旧第 11条繰下) 

(貸出冊数及び期間) 

第 14条 図書等の貸出冊数は，次のとおりとする。ただし，館長が特に必要と認めたとき

は，これを変更することができる。 

資料名 数量 期間 備考 

図書 1回に 8冊以内 15日以内   

録音映像(ビデオテー

プ，DVD，CD) 

1回に 2点以内 8日以内 映像資料は著作権処理済みの

もの 

雑誌 1回に 2冊以内 15日以内 新刊は不可 

その他の資料 館長指定 館長指定   

(平 18教委規則 2・旧第 12条繰下) 

(図書等の返却) 

第 15条 館長は，図書等を貸出期間内に返却しなかった者に対し，その状況により一定期

間貸出を停止することができる。 

2 図書等の貸出期限後，引き続き利用しようとする者は，館長の承認を受けなければなら

ない。ただし，継続利用の期間は，返却期日から 15日間を限度とする。 
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(平 18教委規則 2・旧第 13条繰下) 

(館外貸出の制限) 

第 16条 特に貴重な図書等，その他館長が特に指定した図書等は，館外貸出を行わないも

のとする。 

(平 18教委規則 2・旧第 14条繰下) 

第 3節 団体貸出 

(団体貸出の対象及び手続き) 

第 17 条 館長は，図書館の目的を達成するため適当と認めた団体(市内の官公署，学校，

事業所，社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)に対して，図書等を貸し出すことがで

きる。 

2 前項の団体で図書等の貸出を受けようとする者は，あらかじめ団体利用申込書を館長に

提出して，利用カードの交付を受け，これにより申し込まなければならない。 

(平 18教委規則 2・旧第 15条繰下) 

(貸出冊数及び期間) 

第 18条 団体への貸出冊数は，1件につき 500冊以内とし，貸出期間は 1ヶ月以内とする。

なお，貸出冊数は児童，生徒，学生，その他所属する団体等の人数とする。ただし，館

長が特に認めたときは，この限りでない。 

(平 18教委規則 2・旧第 16条繰下) 

(準用規定) 

第 19条 団体貸出における利用カードの取り扱い，図書の貸出制限及び図書の返却につい

ては，第 13条，第 15条及び第 16条の規定を準用する。 

(平 18教委規則 2・旧第 17条繰下・一部改正) 

第 4節 配送貸出 

(貸出の手続き) 

第 20条 配送により図書等の貸出を受けようとする者は，次の各号に掲げる者で配送貸出

登録をした者とする。 

(1) 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条に規定する身体障害者手帳(以

下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で障害 1級から 4級までの者と

し，肢体不自由下肢障害者においては，1級から 6級までの者とする。ただし，配送に

よる以外に図書館利用が困難と館長が認めた者。 

(2) 前号に準じる者で配送による以外に図書館利用が困難と館長が認めた者。 

2 配送により図書等の貸出を受けようとする者は，配送貸出申込書を館長に提出し，その

許可を受けなければならない。 

3 館長は，前項に定める申込書を審査し，適当と認めたときは利用カードを交付するもの

とする。ただし，必要に応じ，身体障害者手帳を確認するものとする。 

(平 18教委規則 2・旧第 18条繰下) 
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(図書等の貸出冊数及び期間) 

第 21条 図書等の貸出は，貸出冊数を第 14条第 1項と同冊数(録音テープ図書にあっては

図書 8冊に相当する巻数)以内とし，貸出期間は 1ヶ月以内とする。 

(平 18教委規則 2・旧第 19条繰下・一部改正) 

第 5節 図書館施設及び設備の利用 

(利用の手続き) 

第 22条 条例第 5条第 1項の規定に基づき，図書館施設及び次の設備を利用しようとする

者は，あらかじめ図書館施設(設備)利用申請書を館長に提出し，承認を受けなければな

らない。ただし，図書館施設の個人利用に関しては，許可しないものとする。 

2 前項の利用の申込開始は，利用日前 30日とする。 

3 館長は，第 1項の申請書を審査し，適当と認めたときは，図書館施設(設備)利用許可書

を交付するものとする。 

4 館長は，前項の許可書を交付する際に，条件を付することができる。 

(平 18教委規則 2・旧第 20条繰下・一部改正，平 21教委規則 8・一部改正) 

(利用の不承認) 

第 23条 館長は，次の各号の 1に該当するときは，図書館施設及び設備利用の承認をしな

いものとする。 

(1) 営利を目的とする利用であると認められるとき。 

(2) 特定の政党又は宗派の宣伝に利用されると認められるとき。 

(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。 

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認

められるとき。 

(5) その他管理及び運営上に支障があると認めたとき。 

(平 20教委規則 4・全改) 

(利用の制限) 

第 24条 館長は，次の各号の 1に該当すると認められるときは，利用条件を変更し，又は

利用を停止し，若しくは利用の許可を取り消すことができる。 

(1) 利用者がこの規則の規定に違反したとき。 

(2) 利用目的が承認時と異なったとき。 

(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。 

(4) 災害その他の事故により図書館施設及び設備が使用不可になったとき。 

(5) 使用に関して係員の指示に違反し，又は使用上遵守すべき事項に違反する行為をし

たとき。 

(6) 館長が図書館運営上特に必要と認めたとき。 

(平 18教委規則 2・旧第 22条繰下) 

(利用時間) 
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第 25 条 図書館施設及び設備の利用時間は，図書館の開館時間内の午前 10 時から午後 5

時以内とする。ただし，館長が特に必要と認めたときは，この限りでない。 

(平 18教委規則 2・旧第 23条繰下) 

(使用料の減免) 

第 26条 条例第 6条の規定に基づき，使用料の減免の範囲及び減免の割合は，次の各号の

とおりとする。 

(1) 市が使用するとき 免除 

(2) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する市内の学校が使用するとき 

免除 

(3) 社会教育法第 10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用するとき 免除 

(4) 官公署又は市内に事務所を有する公共団体が使用するとき 1／2 

(5) 市内に住所を有する個人，団体が使用するとき 1／2 

(6) その他特に館長が必要と認めたとき 割合 

2 前項において使用料の減免を受けようとする者は，図書館使用料減免申請書を提出しな

ければならない。 

(平 18教委規則 2・旧第 24条繰下・一部改正，平 21教委規則 8・一部改正) 

(複写の許可及び費用) 

第 27条 図書館資料を複写しようとする者は，複写申込書を提出し，館長の許可を受けな

ければならない。 

2 前項の規定により許可を受けた者は，当該複写に要する費用を負担しなければならない。 

(平 18教委規則 2・旧第 25条繰下・一部改正，平 21教委規則 7・一部改正) 

第 4章 図書館資料の寄贈及び寄託 

(平 18教委規則 2・旧第 3章繰下) 

(寄贈又は寄託) 

第 28条 図書館は，図書資料の寄贈又は寄託を受けたときは，他の図書館資料と同様の取

り扱いにより，一般の利用に供することができる。 

2 図書館は，寄託された図書館資料をやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し，汚損

し，又は破損したときは，その責めを負わない。 

(平 18教委規則 2・旧第 26条繰下) 

(寄贈及び寄託の手続き) 

第 29条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は，図書館資料寄贈(寄託)申

込書を提出し，館長の承認を得て，現品を提供するものとする。 

2 図書館は，受贈又は受託した図書館資料について図書館資料受贈(受託)証を発行するも

のとする。 

3 寄贈又は寄託に要する経費は，寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし，館長が適当と

認めたときは，その経費の一部又は全部を市が負担する。 
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(平 18教委規則 2・旧第 27条繰下) 

第 5章 雑則 

(平 18教委規則 2・旧第 4章繰下) 

(報告) 

第 30条 館長は，各月の事業計画及びその実績報告を教育長に提出しなければならない。 

(平 18教委規則 2・旧第 28条繰下) 

(事務の処理等) 

第 31条 図書館における事務の処理，職員の服務等については，教育委員会事務局の取り

扱いの例による。 

(平 18教委規則 2・旧第 29条繰下) 

(委任) 

第 32条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育長の承認を得て館長が別に定

める。 

(平 18教委規則 2・旧第 30条繰下) 

 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 24日教委規則第 2号) 

この規則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 2月 25日教委規則第 4号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 20年 8月 22日教委規則第 16号) 

この規則は，平成 20年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 4月 24日教委規則第 7号) 

この規則は，公布の日から施行し，平成 21年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 21年 9月 30日教委規則第 8号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 25日教委規則第 2号) 

この規則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 
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別表第 1(第 18条関係) 

(平 18教委規則 2・旧別表第 1繰下・一部改正，平 21教委規則 7・旧別表第 3繰上) 

登録人数 貸出冊数 

0～100 100 

101～150 150 

151～200 200 

201～250 250 

251～300 300 

301～350 350 

351～400 400 

401～450 450 

451～500 500 

 

別表第 2(第 27条関係) 

(平 18教委規則 2・旧別表第 2繰下・一部改正，平 21教委規則 7・旧別表第 4繰上) 

複写の種類 費用(1枚当たり) 

単色黒刷 A3サイズまで 30円 

フルカラー刷 A3サイズまで 100円 
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潮来市立図書館資料収集要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、潮来市立図書館管理運営規則（平成１７年教育委員会規則第８号）

第４条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、潮来市立図書館における資料の収

集に関して必要な事項を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 公立図書館は、住民の「知る自由」を社会的に保障する機関である。利用者の要

求及び社会的動向等が充分に反映されるよう配慮して、利用者の学習、文化、教養、調査

研究、実用及びレクリエーション等に資する資料を幅広く収集するものとする。 

２ 資料の収集にあたっては、著者の思想的立場、人種、国籍及び言語等を理由としてそ

の資料を排除することなく公平で自由な幅広い視野をもって行うものとする。 

（収集資料の種類） 

第３条 収集する資料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）図書（一般図書・参考図書・児童図書・洋書） 

（２）逐次刊行物（新聞・雑誌・その他） 

（３）官公庁出版物 

（４）地域資料 

（５）視聴覚資料（DVD・ビデオカセット・CD・レコード・カセットテープ・その他） 

（６）障害者用資料（点字資料・録音資料・大型活字本・拡大写本・その他） 

（７）その他（マイクロフィルム・その他） 

（資料収集の範囲） 

第４条 収集する資料の範囲は、全分野にわたり、基本的、入門的なものから専門的なも

のまで幅広く収集するものとする。 

２ 収集する資料は、原則として国内で発行及び制作されている資料とする。ただし、必

要に応じて、国外で発行及び制作されている資料も収集するものとする。 

（資料別収集方針） 

第５条 資料の種類別収集方針は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 図書 

① 一般図書は、利用者の学習、教養、実用及びレクリエーション等に資するため、基

本的、入門的な図書の他、必要に応じて専門的な図書まで幅広く収集するものとする。

ただし、極めて高度な専門書、学術書、学習参考書、各種試験問題集及びテキスト類

は原則として収集しない。 

② 参考図書は、利用者の一般的な調査研究のために必要な辞典、事典、年鑑、名鑑、

目録、書誌及び地図等幅広く収集するものとする。 

③ 児童図書は、児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ資料及

び調査研究のための資料を幅広く収集するものとする。 
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④  他言語資料は、学習、教養、調査研究及び他文化サービスにも応えられるような

言語に留意して収集するものとする。 

（２）逐次刊行物 

① 新聞は、国内発行の主要全国紙を中心に、児童及び青少年向けのものも含めて収集

する。専門紙、機関紙などについては、利用度に応じて収集するものとする 

② 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、児童及び青少年向け

のものも含めて収集する。なお、専門雑誌及び娯楽雑誌などについては、利用度に応

じて収集するものとする。ただし、漫画雑誌は、原則として収集しないものとする 

③ 宗教及び政党の機関誌及び新聞は、偏らないように配慮し、選択的に収集すること

とし、収集方法は、寄贈資料を収集するものとする。 

④ 年鑑、年報及び白書等は、一般図書及び参考図書に準じて収集するものとする。 

（３） 官公庁出版物 

① 政府諸機関が発行する資料については、主要なものを収集するものとする。 

② 地方公共団体その他公的機関が発行する資料は、必要度の高いものを収集するも

のとする。 

（４） 地域資料 

① 潮来市に関する資料は、周辺地域一帯を含めた地域の歴史、地誌、民俗、芸術、

文化及び産業等を記録した資料を収集する。図書、新聞、雑誌、行政資料、パンフ

レット、地図、写真など可能な限り収集するものとする。 

② 茨城県及び県内市町村に関する資料は、行政資料、歴史的資料及び潮来市に特に

関係ある貴重な資料を中心に収集するものとする。 

（５） 視聴覚資料 

① 趣味・教養及び学習、実用等に資するため、録音資料として CD（コンパクトディ

スク）、映像資料としてＤＶＤ（デジタル ヴァサトル ディスク）を中心に収集する

ものとする。 

② カセットテープ、ビデオテープ、スライド等は、必要に応じて収集するものとする。 

（６） 障害者サービス資料 

① 図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び点

字資料、さわる絵本等を収集するものとする。 

（７） その他 

マイクロフィルム及び電子出版資料、パンフレット等は、必要に応じて収集する

ものとする。 

 （収集から除外する資料） 

第６条 資料収集から除外する資料は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 個人を中傷し、またはプライバシーを侵害する内容のもの。 

（２） 内容が不健全または低俗な図書で資料的価値に乏しいもの。 

（３） 公序良俗に反し、或いは犯罪を助長するもの。 
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（４） 学習参考書、受験参考書、各種試験問題集。 

（５） 企業、団体等の宣伝傾向が著しく、資料的価値に乏しいもの。 

（収集資料の選択） 

第７条 資料収集の選択は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） この資料収集方針に基づき、収集資料の選択を行うものとする。 

（２） 館長は、前号の選択の結果に基づき、収集資料を決定するものとする。 

（収集の方法及び受入れ） 

第８条  資料の収集方法は、購入を原則とするが、寄贈、寄託、編入、交換、製作及び再取

得等の手段をを十分に活用する。この場合においても、この方針に定める基準を適用する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、資料収集に関する事項については、館長が別に定

める。 

 附則 

この方針は、平成２１年４月１日から施行する。 
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潮来市立図書館資料の除籍及び処理に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、潮来市立図書館管理運営規則（平成１７年教育委員会規則第８号）

第４条に規定する事業を円滑に運営するため、潮来市立図書館（以下『図書館』という）

における資料の除籍に関して必要な事項を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 図書館において、利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的な

利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行なう。 

２ 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより、現存する資料を

正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。 

（除籍の対象資料及び基準） 

第３条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次の各号に掲げるとおりとする。但し、

第２号ア、イの規程に該当する資料を除籍した場合において、当該資料を発見したときは、

再取得したものとみなし、潮来市立図書館資料収集要綱第８条第１項に規定する収集の方

法及び受入れの手続きを行うものとする。 

（１）不用資料 

  ア 破損、汚損が著しく、補修が不可能又は補修する資料的価値がないと認められた

もの。 

  イ 時間の経過によって、内容が古くなり、資料的価値がないと認められたもの。 

  ウ 時間の経過によって、利用の可能性が低下し資料的価値がないと認められたもの。 

  エ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料。 

（２）亡失資料 

  ア 資料点検の結果、所蔵不明となった資料で３年以上調査をしてもなお不明なもの。 

  イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず３年以上回収不能なもの。 

  ウ 利用者が汚損や破損又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償

が不可能なもの。 

  エ 不可抗力による災害、その他の事故によるもの。 

（３）管理 

  ア 既に登録されている資料で分冊又は合冊により数量更生したもの。 

  イ 潮来市の他機関へ保管転換するもの。 

  ウ その他、館長が特に認めたもの。 

（除籍資料の範囲） 

第４条 除籍の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 特別な定めのある資料は、不用資料の選定対象から除外する。 

 （２） 郷土資料、行政資料及び絶版等の理由によって、収集困難で特に資料的価値があ

る資料は、不用資料の選定対象から除外する。 
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 （３） その他、館長が特に認めた資料は、不用資料の選定対象から除外する。 

２ 前項の資料であっても、亡失資料となったものは除籍の対象とする。 

（除籍の決定） 

第５条 除籍の決定は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 司書は、除籍基準に基づき、除籍資料の選定を行うものとする。 

（２） 館長は、前号の選定の結果に基づき、除籍資料を決定するものとする。 

（除籍資料の廃棄処理） 

第６条 廃棄が承認された資料は、原簿に記録するとともに。当該資料に廃棄押印後に廃

棄を行う。但し、所在不明及び管理更新の場合は、原簿に記録するだけとする。 

（除籍資料の譲与） 

第７条 館長は除籍を決定した不用資料のうち、再利用可能な資料は、必要に応じて他の

図書館及び公共的団体等に譲与することができる。 

（譲与の手続き） 

第８条  前条第１項の規定により譲与するときは、次の各号に掲げる施設等に譲与するもの

とする。 

（１） 潮来市が設置している施設。 

（２） 潮来市内で活動する読書団体又は読書ボランティア団体。 

 （３） 潮来市内に存する公共団体。 

 （４） 潮来市立図書館に利用者登録をしている者、又は潮来市に住所を有する者。 

２ 譲与するときは、あらかじめ関係団体及び市民に周知するものとする。 

（譲与を受ける遵守事項） 

第９条 除籍した資料の譲与を受けたものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 （１） 譲り受けた資料は、古書店等に譲渡しないこと。 

 （２） 施設又は団体等において譲り受けた資料は、施設の利用者又は団体構成員の読書

のために、個人において譲り受けた資料は、当該個人の読書のために利用するこ

と。 

 （３） 譲り受けた資料が、破損、汚損等により利用できなくなったときは、資源ごみと

して取り扱うこと。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し、必要な事項

は、館長が別に定める。 

 附則 

この方針は、平成２１年４月１日から施行する。 
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潮来市立図書館長規定 

潮来市立図書館所蔵資料の保存年数（閉架保存基準及び除籍処理基準） 

 

（１）図書資料 

※一般図書、児童図書において、時代の経過とともに内容が古くなっても、その分野の

学習・研究をするうえで基本的な資料であると認められるものは永年保存とする。 

 

 

 

種別 分類 中分類 保存年数 

一般図書 

青少年図書 

（ユース） 

総記（０類） 
  １５年 

・ソフトウェア、情報科学 １０年 

哲学（１類）   １５年 

歴史（２類） 

・日本史、世界史、文化史全般 １５年 

・地理、地誌、紀行 

 （ガイドブック） 
１０年 

社会科学（３類） 
  １５年 

・法律、経済、財政、社会 １０年 

自然科学（４類） 
  １５年 

・医学（疾患別図書、治療関連図書） １０年 

技術・工学（５類） 
  １５年 

・通信工学、電子通信（インターネット関連） １０年 

産業（６類） 
  １５年 

・商業 １０年 

芸術（７類）   １５年 

言語（８類）   １５年 

文学（９類）   １５年 

児童図書 

知識・調べ物   １０年 

絵本   １５年 

紙芝居   １５年 

読み物   １５年 

参考図書   永年保存 

郷土資料   永年保存 

行政資料   永年保存 

点字・大活字図書  １５年 
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（２）新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 聞 名 保存年数 

茨城新聞 永年 

常陽新聞 永年 

産経新聞 ３年 

週刊読書人 ３年 

図書新聞 ３年 

朝日新聞 ３年 

東京新聞 ３年 

読売新聞 ３年 

日刊工業新聞 ３年 

日経ヴェリタス ３年 

日経産業新聞 ３年 

日経流通新聞 ３年 

日本経済新聞 ３年 

日本農業新聞 ３年 

毎日小学生新聞 ３年 

毎日新聞 ３年 

サンケイスポーツ １年 

ジャパンタイムス １年 

スポーツニッポン １年 

スポーツ報知 １年 

日刊スポーツ １年 

新聞名（地域新聞） 保存年数 

エリート情報 永年 

茨城朝日 永年 

まいいばらき 永年 

よみうりタウンニュース 永年 

マイタウン２１ 永年 

 

（３）雑誌（逐次刊行物） 

種類 保存年数 

こどものざっし ３年 

ファッション・女性 ２年 

育児 ３年 

家庭 ２年 

料理 ２年 

健康・医学 ３年 

生活 ２年 

建築・デザイン ３年 

園芸 ３年 

エンタテイメント ２年 

ペット ２年 

文学・文芸 ３年 

旅行・アウトドア ２年 

歴史 ３年 

図書館 永年保存 

行政 永年保存 

教育・福祉 永年保存 

法律 永年保存 

経済・ビジネス ３年 

週刊誌 ２年 

月刊誌 ２年 

山岳 ２年 

趣味（芸術） ３年 

趣味（つり） ２年 

趣味（乗り物） ２年 

趣味（スポーツ） ２年 

サイエンス ３年 

パソコン ３年 

男性誌 ２年 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮来市立図書館概要 ２０１５ 

 

平成２７（２０１５）年９月発行／編集・発行 潮来市立図書館 

 

〒３１１－２４３６  潮来市牛堀２８９ 

T E L ：０２９９－８０－３３１１ 

F A X ：０２９９－６４－５８８０ 

E-mail：lib@itako.ed.jp 

U R L ：https：//lib.itako.jp/   (パソコン) 

https：//lib.itako.ed.jp/i/ihome.html  （携帯） 


