


１ 図書館は、市民の暮らしに役立ち、市民の幸せをつくり出すところ

開かれた図書館の活動
「21世紀の図書館サービスを求めて― 小野田市図書館基本計画/1990」

２ 図書館はまちの頭脳となるところ

３ 図書館は、市民が互いに交流し、文化を創り出すところ

４ すべての市民に図書館サービスを

①誰でも ②いつでも ③どこに住んでいても ④どんな資料でも

５ 図書館は地域の基本施設となるもの

「人々が、学び、楽しみ、くつろぐところ。集まって地域の問題を考え、
生活の知恵を出し合い、創造し、表現するところが図書館です」



●市民一人ひとりの知的好奇心
を刺激

●古今東西の智恵、様々な
考え方との出会い

●「知」のセーフティネット

●市民とともに成長する図書館

●まちの記憶装置

山陽小野田市立図書館の活動



マタニティ･ブックスタートを起点とする切れ目のない読書活動の推進

「科学」を柱にした子ども読書活動の推進

学校司書等と連携した子ども読書活動の推進

読書ボランティアへの支援、関係機関・団体等との連携・協力

研修による司書、学校司書等職員のスキルアップ
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山陽小野田市の図書館

●山陽小野田市立中央図書館

・正規職員：４名（内 司書１名）

●山陽小野田市立厚狭図書館
・職 員 数：８名
・正規職員：２名（内 司書１名）

●赤崎分館･高千帆分館

【市の人口：62,676人(2019.9月末)】

▲赤崎分館 ▲高千帆分館

・職 員 数：１６名

[開 館:1995.9.30]
[延床面積:3498㎡]

[開 館:2016.2.8]
[延床面積:570㎡]



山陽小野田市立中央図書館の
特徴的な取り組み
山陽小野田市立図書館の

特徴的な取組み



図書館の特徴的な取組み1

「サイエンス・カフェ」（Ｈ26.10～）【隔月】



図書館の特徴的な取組み2

「マタニティーブックスタート」



図書館の特徴的な取組み3

「子育て絵本カフェ」（Ｈ26.6～）【毎月】



図書館の特徴的な取組み4

「詩(ポエム)カフェ」（Ｈ28～）【毎月】



図書館の特徴的な取組み5

「持ち寄り本カフェ」（Ｈ28.11～）【毎月】



図書館の特徴的な取組み6

「随筆カフェ」（Ｈ29.10～）【毎月】



図書館の特徴的な取組み7

「音読茶房」 （Ｈ29.11～）【毎月】【厚狭図書館】



図書館の特徴的な取組み2
図書館の特徴的な取組み8

「ぬいぐるみのとしょかん おとまり会」（Ｈ25～ ）



図書館の特徴的な取組み2
図書館の特徴的な取組み9

『夏休みさよならイベント』（Ｒ元.8～ ）

▼こわ～いおはなし会 ▼キョーフの書庫たんけん



図書館の特徴的な取組み2
図書館の特徴的な取組み10

多言語によるおはなし会

【講師】 嶋田 千里さん

●中央図書館 ●厚狭図書館【毎月】（H25～） 【年数回】（H30～）



図書館の特徴的な取組み11

「児童文学わいわい講座」

【講師】

児童文学作家 村中李衣さん

【毎月】

児童文学作家

村中李衣さんによる



図書館の特徴的な取組み12

「絵本で子育て出前講座」
児童文学作家

村中李衣さんによる 【年6回】



図書館の特徴的な取組み13

「えほんの楽校(がっこう)」（Ｈ26.9～）【毎月】
（旧：読み聞かせ絵本を楽しむ会）



図書館の特徴的な取組み14

「出前学校図書館」（Ｈ26～）

※全小・中学校



書館の特徴的な取組み8図書館の特徴的な取組み15

「市内中･高校生によるおすすめ本の展示」（Ｈ25～ ）

▲ 2017.10月▲ 2018.11月

●サビエル高校・小野田高校、両校生徒による おすすめ本の展示



書館の特徴的な取組み8図書館の特徴的な取組み16

「科学」がテーマのスポット展示（Ｒ1.6～）



図書館の特徴的な取組み16

「図書館フェスティバル」

「図書館フェスティバル」
多彩な内容

（Ｈ25～ ）



▲小野田めぐみ幼稚園によるダンス▲

▲まちのじまん!フォトコンテスト授賞式▲

図書館フェスティバル

1.オープニングセレモニー

▲高泊たけのこオーケストラによる演奏▲



図書館フェスティバル
図書館フェスティバル

2.おもしろ科学大実験



図書館フェスティバル
図書館フェスティバル

3.市民ときめきコンサート



図書館フェスティバル

4.フォーミュラ展示・体験



図書館フェスティバル

5.ブラインド・ブック コーナー



図書館フェスティバル

6.リサイクルブック



図書館フェスティバル

7.いちにち まるごと おはなし



図書館フェスティバル

8.フラワーアレンジメント作り



図書館フェスティバル
図書館フェスティバル

9.図書館チャリティーオークション



図書館フェスティバル
図書館フェスティバル

10.としょかんマルシェ＆親子ふろしき市



図書館の特徴的な取組み17

「まちのじまん! フォトコンテスト」（Ｈ25～ ）



図書館の特徴的な取組み18

「絵本で笑顔! フォトコンテスト」（Ｈ28～ ）



図書館の特徴的な取組み19

「図書館にいる○○○をさがせ!」（Ｈ29～ ）チームで挑戦!



『チームで解決! 図書館からの挑戦状』（R元～）

図書館の特徴的な取組み20



図書館の特徴的な取組み21

としょかん寺子屋（R2.2/9、2/15、2/22）

▲ワークショップ ▲ 書庫ツアー



図書館の特徴的な取組み22

校内放送を利用したブックトーク （R元～）【毎月】



図書館の特徴的な取組み23

「ティーンズ選書会」（Ｈ29～ ）

▲選書アドバイザー横山真佐子さん



図書館の特徴的な取組み24

「ブラインド・ブック・イン・シェルフ」（Ｈ30～ ）



図書館の特徴的な取組み25

「表紙見せの棚づくり」

▲文庫コーナー

▲一般書コーナー▼

▲実用書コーナー

(正面)

（Ｈ25～ ）



図書館の特徴的な取組み26

「市民病院への貸出・リクエストの受付」

病棟 デイルーム

希望図書入れ

山陽小野田市立市民病院

（Ｈ28.9～ ）



図書館の特徴的な取組み27

「竜王山たんけんツアー」（Ｈ28～ ）



図書館の特徴的な取組み28

「古本朝市」（Ｈ30～ ）



図書館の特徴的な取組み29

『～中央図書館子育て応援講座～おやこヨガでリフレッシュ!』（Ｈ28～ ）



図書館の特徴的な取組み30

「まちづくり関連図書リスト」の発行（Ｈ28.8～ ）



（2016年9月～START）

目 的 地域と仕事の垣根を越えて、人々が集い、図書館の
新たな価値を創造することを目的とします

参加資格 市内・市外不問。高校生以上。
参加者は企画員として活動します

予 算 独立採算が原則です

活動内容 ① 「持ち寄り 本カフェ」 (毎月開催)
② 「本で婚活、GO!」 （Ｈ28.2.5実施)

③ 「春のとしょかんプチ・マルシェ＆映画祭」
(Ｈ29.3.25実施)

④ 地域情報誌『とっとこ山陽小野田』の発刊 (WEB公開中)

そ の 他 企画員は随時募集しています

１年間(更新あり)活動期間

「図書館創発会議」

図書館の特徴的な取組み31

「図書館創発会議」の発足（Ｈ28.9～ ）



図書館創発会議の活動①

「持ち寄り 本カフェ」（Ｈ28.11～）

※再掲



図書館創発会議の活動②

「本で婚活、GO!」（Ｈ29.2～ ）



図書館創発会議の活動③

「春のとしょかんプチ・マルシェ」

●映画祭
●としょかん プチ・マルシェ
●図書館チャリティーオークション



図書館創発会議の活動④

「地域情報誌 とっとこ山陽小野田」の発行

VOL.1 VOL.2(2017.11発行) (2019.1発行)



山陽小野田市立中央図書館の
その他の取組み
山陽小野田市立中央図書館の

その他の取組み



その他の取組み 1

『乳幼児おはなし会』 (毎週)

●中央図書館「乳幼児おはなし会」 ●厚狭図書館「ワン･ツー･どーん」



その他の取組み 2

『幼稚園への出前図書館』 (毎月)



その他の取組み 3

『共生のまちづくり講座』 (年１回)



その他の取組み 4

『図書館 人形劇まつり』 (年１回)



その他の取組み 5

バリアフリー映画上映会
（Ｒ.3.2.4 ）

『生きてるだけで、愛』
『東野圭吾 ドラマシリーズ“笑”』

（Ｒ.3.3.21 ）



その他の取組み 6

高齢者を対象とした『映写会』（毎月 ）


