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令和 3年度アクションプランの取組状況 
※参加者欄の数値は令和 4年 3月 31日現在。「－」はオンライン開催や展示等、参加者数が不明の事業。 

 

１ 社会的課題解決の支援 

（1）暮らしの安心のための支援 

①健康・医療分野への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

図書館で学ぶ医療講

座の実施 

〔企画振興係〕 

岐阜大学医学部附属病院等の医療機関と可

能な範囲で連携し、がん、心疾患、脳卒中、

整形外科関係の疾患等、県民の関心が高い

疾病に関する医療講座を図書館で開催す

る。また、中学生を対象に、がんについて

の正しい知識、がん予防の取組み、命を守

る医療について学ぶ講座を開催する。 

がんや肝疾患への理解を深めたり、図書資

料の情報・活用方法を情報提供することが

できた。今後の連携事業については、新型

コロナウイルス感染拡大状況及び医療の状

況を考慮しながら、連携先と協議していく。 

健康医療に関する情

報提供の推進 

〔調査相談係〕 

がん征圧月間に合わせた関連資料展示や、

健康医療情報コーナー等で健康医療に関す

るパスファインダーの配布を継続して行う

など、情報提供を推進する。また、公民館

図書室等団体向けのがん情報セット（国立

がん研究センター発行）を整備するなど、

県内関連施設を通じた啓発も推進する。 

がんに関する展示ではがん相談支援センタ

ーやがん診療連携拠点病院と、認知症に関

する展示では県高齢福祉課と連携し、関係

チラシ等を配布するなど啓発に取り組むこ

とができた。 

令和 4 年度も引き続き情報提供、啓発活動

を推進する。 

ひきこもり関連事業

の推進 

〔調査相談係〕 

岐阜県精神保健福祉センターと共催でひき

こもり関連事業（当事者の居場所事業、ひ

きこもり講座）を当館で開催する。 

精神保健福祉センターによると、ひきこも

り当事者と直接会話し、交流することがで

きる機会となっており、安心して自己表現

できる場、承認される場として機能してい

る。令和 4年度も引き続き実施する。 

健康医療情報コーナ

ーの充実 

〔調査相談係〕 

岐阜県総合医療センターがん患者サロン用

図書を収集し同サロンに入替・設置するほ

か、がんを中心に健康医療分野の資料の更

新を図る。 

引き続き関連資料の収集を行う。 

がん患者サロンの貸出文庫の図書交換が実

施できるよう先方と調整を図る。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

がん教育指導者研修会 

※オンライン開催 
7/28 

［対象］保健主事、養護教諭、保健体育科教

諭、行政担当者等 

[共催]岐阜大学医学部附属病院、県教育委員

会 

147名 

夏休み中学生向けがん講座 

8月 

（全 3回の連

続講座） 

職業教育を兼ねてがんについての正しい知

識、がん予防の取組み、命を守る医療につい

て学ぶ 

[共催]岐阜大学医学部・同附属病院、県教育

委員会 

中止 

岐阜県がん情報センター県民公開

講座・岐阜大学医学部附属病院肝疾

患診療支援センター市民公開講座 

10/10 

治療等に携わる医師の講話、治療の現状等を

紹介する展示を実施。 

［共催］岐阜大学医学部附属病院肝疾患診療

支援センター、岐阜県がん情報センター、岐

阜県 

106名 

がん患者交流サロンへの移動図書

館 
年 4回程度 

県総合医療センターがん患者交流サロンに

貸出文庫を設置。３ヶ月毎に図書を交換（常

時 120冊程度設置） 

[連携]県総合医療センター 

中止 
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岐阜県公共図書館協議会共通テー

マ資料展示「もっと知ろう がんの

こと」 
10/1-10/28  

「がん征圧月間」（9月）に合わせて実施。 

所蔵するがんや治療、手術等に関する本を約

80点展示 

－ 

岐阜県公共図書館協議会共通テー

マ資料展示「読む・知る・考える 認

知症」 

「世界アルツハイマー月間」（9月）に合わせ、

所蔵する認知症に関する本を 70点展示 
－ 

ひきこもり居場所事業「フリースペ

ースらららの森」 

月 1回 

（年 12回） 

※6/10、8/19、9/9,2/10,3/10 は新型コロナ

等のため中止 

[共催]岐阜県精神保健福祉センター 

16名 

ひきこもり講座 

※オンライン開催 
8/26 [共催]岐阜県精神保健福祉センター 50名 

 

②障がい児者・福祉関係者、特別支援教育への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

発達障害関係者のた

めの出前図書館の実

施 

〔調査相談係〕 

岐阜県発達障害者支援センターが主催する

各種講座の会場で関連図書を展示し、受講

者の貸出・閲覧の利用に供する。 

引き続き、出前図書館の機会をセンター側

と調整し、実施する。 

特別支援学校におけ

る図書館活動の推進 

〔調査相談係〕 

希望に応じて岐阜盲学校への出前おはなし

会等を実施する。 

児童生徒が楽しめるよう、プログラムを工

夫した。今後も学校からの希望に応じて出

前おはなし会等を継続実施する。 

障がい者・高齢者向

け資料の充実 

〔調査相談係〕 

音訳図書、高齢者向け紙芝居等、当事者向

けの資料のほか、福祉関係者、特別支援教

育関係者向けの関連図書を収集する。 

特別支援教育関係者向け、福祉関係者向け

の図書がよく利用されており、これらの図

書資料の更なる充実を図る。 

新バリアフリーコー

ナーの充実 

〔調査相談係〕 

関連資料の充実を図るとともに、障がい

者・高齢者、その他図書館利用に障がいの

ある方等へのＰＲを行い、バリアフリーコ

ーナーの利活用を推進する。 

読書支援用具について、個人からの問合せ、

相談も受けており、実際にコーナーで操作

してもらうこともある。今後もより多くの

方に知ってもらい、活用してもらえるよう、

PR活動を継続する。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

発達障がい関係者支援のため 

の出前図書館 

6-2月 

（年 9回） 

岐阜県発達障害者支援センター主催「発達障

がい基礎講座」、「家族のための学習会」にて

資料の貸出・PR 

[連携]岐阜県発達障害者支援センター 

※6-10,1,2 月はオンライン開催に伴い出前

図書館は実施せず 

のべ 7名 

特別支援学校等への出前おはなし

会 
6/25 

岐阜希望が丘特別支援学校を訪問し、絵本の

読み聞かせ等の出前事業を実施。 
－ 

 

③子育て世代・子育て支援関係者への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

子育て支援事業の開

催 

〔図書利用係〕 

父親の育児参加や子育て世代の図書館利用

を促す目的で「パパと過ごす図書館」「託児

事業」を実施する。 

「パパと過ごす図書館」は、特別編も含め

て、募集した子どもの人数に対し 87.1％の

参加があった。今後も親子でともに参加で

きるワークショップ等のイベントを計画す

る。 

子育て支援図書コー

ナーの充実 

〔図書利用係〕 

子育てに関する資料及び児童図書、児童図

書研究室資料を収集する。 

引き続き収集し、子育て支援図書コーナー

資料及び児童図書研究室資料の利活用に努

める。 
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＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

パパと過ごす図書館 

5/9 

「お父さんお母さんのための読み聞かせ講

座」 

[講師]狩野藍（岐阜県図書館主査） 

中止 

7/22 
「図書館探検＆パパと取材」 

[講師]神保絵利子氏（岐阜新聞社） 

20名 

うち大人 10名 

子ども 10名 

8/8 
「本をつくってみよう」 

[講師]田中稔氏（1級製本技能士） 

24名 

うち大人 10名 

子ども 14名 

9/12 
「活版印刷をやってみよう」 

［講師］直野香文氏（ＯＲＧＡＮ活版印刷室） 
中止 

10/24 
「おじゃったもんせ！かごしま」 

[講師]川野俊一氏（小学校教諭） 

19名 

うち大人 10名 

子ども 9名 

11/21 
「音楽と絵本をたのしもう」 

[講師] おはなしおんがくユニット・パール 

75名 

うち大人 34名 

子ども 41名 

託児サービス 
毎週金曜日 

（全 21回） 

開架閲覧室を利用するお父さんお母さんの

ための託児サービス 

 [対象]2歳未満児、ひとり 1時間以内 

57名 

 

④法律・司法手続き分野への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

岐阜県弁護士会との

連携事業の実施 

〔図書利用係〕 

岐阜県弁護士会との連携により、定期的に

法律に関する相談会等の事業を実施する。 

相談会の開催が定着してきており、アンケ

ートでは、9割以上の相談者が「大いに参考

になった」「参考になった」と回答しており、

高い満足度を得ている。日曜日の開催も好

評のため、4年度も引き続き日曜日の開催を

予定している。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

弁護士なんでも相談会 

7/4,10/3, 

11/14,12/5 

2/13 

法律に関する相談会 

[連携]岐阜県弁護士会 

※5/2、6/6、9/5は新型コロナのため中止 

のべ 25名 

 

⑤人権教育啓発への支援 ※事業なし 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

人権教育・啓発に関

する事業の実施 

〔企画振興係〕 

県人権施策推進課との連携により、人権教

育・啓発に関する事業を実施する。 

連携事業の実施はなかったが、LGBT 等関連

資料の収集を行った。今後も引き続き、収

集資料を通じて啓発の一助とする。 

 

⑥外国人県民への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

外国人向け資料の収

集 

〔資料係〕 

ブラジル、フィリピン、ベトナム人向けの

資料を継続して収集する。 

大学図書館等で購入している新聞・雑誌を

調査し、購入の可否を検討する。 

外国人県民の読書活

動を支援する取り組

みの実施 

〔調査相談係〕 

ベトナム語の利用案内を新規作成し、設

置・ＰＲするなど外国人県民の読書活動を

支援する。 

すでに公開している外国語版利用案内の記

載内容の確認、更新を実施し、外国人県民

の図書館利用を促進する。 
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＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容 

外国人向け資料の充実 常設 海外の雑誌 10誌（6言語）、新聞 5紙（4言語）を収集 

 

（2）地域の活性化や仕事への支援 

①ビジネス支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

「仕事」を応援する

講座の実施 

〔企画振興係〕 

行政機関や産業支援関係団体と連携して講

座を開催し、講座プログラムの中で図書館

のビジネス支援サービス案内と見学会、デ

ータベース体験会等を実施する。 

コロナ禍により産業支援関係団体との連携

事業が減少したため、各団体への誘致を行

う必要がある。 

ビジネスライブラリ

アンの育成 

〔企画振興係〕 

ビジネス支援図書館推進協議会主催の育成

講習会に職員を派遣するとともに、県内公

共図書館に岐阜県図書館の実践を紹介し、

県内図書館でのビジネス支援啓発に努め

る。 

ビジネスライブラリアン講習会修了生は R3

年度末で計 14 名（他所属へ異動含む）。引

き続きビジネスライブラリアン講習会をは

じめとするビジネス支援関係研修に職員を

積極的に派遣する。 

昨年度受講した 2 名が図書館総合展におい

て当館のビジネス支援サービスの情報発信

を行った。 

司書等研修会での講義はコロナ禍において

オンライン実施となったが満足度も 100%と

高かった。今後も県内図書館職員向けの研

修を継続して計画する。 

<関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

ビジネス支援サービス案内 

ビジネス支援コーナー見学会 

月 1回 

（全 12回） 

「雇用保険説明会」内で実施 

[連携]ハローワーク岐阜 

※9/1は新型コロナのため資料配布のみ 

案内参加者 

618名 

見学・体験 

24名 

 

②学校教育への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

教材研究支援コーナ

ーの充実 

〔資料係〕 

県内教員の教材研究活動の助けとなるよう、

引き続き教材研究支援コーナー資料を収集

する。 

今後も教材研究にかかわる資料を購入し、コ

ーナーの充実を図る。 

 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

教材支援資料の充実 常設 
小中学校の教職員の教材研究・指導力向上のための参考図

書や指導計画書等を配置 

夏休み小学生わくわく地図教室 7/27、7/28 

・小 1・2「はじめての地図づくりにちょう

せん」 

・小 3～小 6「地図作りのテーマ選びのコツ

をつかもう」 

[講師]国土地理院中部地方測量部、岐阜県図

書館郷土・地図情報係 

50名 

第 27回児童生徒地図作品展 11/13-28 

・入賞 15点、入選 45点 

・作品募集期間：8/31-9/14 

・作品展：11/13-11/28（企画展示室Ⅱ） 

・表彰式：11/14（2階特別会議室） 

・知事賞受賞作品は全国展にて文部科学大臣

賞を受賞 

応募実績 

249点 

（101校） 

作品展 

1,010名 
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地図活用研究会 3回 
学校の授業に使える地図を選定し、ウェブサイトで紹介予

定 

 

③サポーター活動への支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

サポーター（ボラン

ティア）活動の推進 

〔図書利用係〕 

〔調査相談係〕 

 

本の修理、絵本の読み聞かせ、音訳、花飾

り等のボランティア活動を支援する。また、

活動の資質向上のために研修会を行う。 

個別研修会において活動内容に直結した研

修を実施し、サポーターの資質向上に寄与

することができた。 

視覚障がい者サービス協力者により、158タ

イトルの音訳資料が作製された。 

サポーターによるおはなし会の実施につい

ては、新型コロナウイルス感染症の状況を

踏まえて、当館の実施方法を検討する。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

一般サポーター研修会 7/14 修理技術向上のための研修会を開催 5名 

視覚障がい者サービス協力者「せせ

らぎの会」研修会 
月１回程度 

月に 1 回程度音訳技術向上のための研修会

や自主勉強会を開催 

※5/26、8/25,1/26,2/16 は新型コロナのた

め中止 

76名 

 

２ 郷土を知り学ぶ機会の創出 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

「ぎふ清流の国文

庫」資料の収集 

〔資料係〕 

「関ヶ原合戦」「杉原千畝」「航空宇宙産業」

「郷土作家」「木育」等、県特有財産の関連

資料を収集する。 

資料の利活用推進のため、刊行年の古いも

の等を中心に、順次資料を入れ替える。 

地図資料・郷土資料

のデジタル化とその

利活用 

〔郷土・地図情報係〕 

引き続き、地図資料と郷土資料のデジタル

化を推進するとともに、ウェブサイトでの

公開や行事での活用、展示での利用等、利

活用を推進する。 

デジタル化した資料を活用して展示を行う

ことができた。4年度も郷土資料・地図資料

のデジタル化の継続と利活用の推進を図

る。 

郷土作家トークイベ

ントの開催 

〔郷土・地図情報係〕 

〔企画振興係〕 

 

小島信夫文学賞の会と連携し、小島信夫文

学賞授賞式当日に郷土作家によるトークイ

ベントを開催し、郷土の魅力を県民に伝え

る。 

小島信夫文学賞授賞式・講演会は無観客で

行ったが、撮影した動画を編集して後日公

開し、表彰式や講演会の様子を広く周知す

ることができた。 

4年度は島崎藤村生誕150年にあたることか

ら、島崎藤村をテーマとしたトークイベン

トを開催するとともに、若い世代にも魅力

を知ってもらうために、高等学校への参加

を呼びかける。 

作家マップをトークイベント等のイベント

の機会に配布するほか、県内公立図書館や

観光関係団体等に配布する。 

おとなのための岐阜

学講座の開催 

〔郷土・地図情報係〕 

岐阜大学等から講師を招き、全3回にわた

り、ふるさと岐阜の魅力を紹介する講座を

開催する。 

大河ドラマで注目された人物、文学者、画

家として活躍した人物を取り上げて、さま

ざまな視点からその魅力を学ぶ機会となっ

た。4年度も引き続き開催する。 
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ふるさと岐阜古地図

散歩の開催 

・「岐阜・鹿児島姉妹

県盟約50周年」関連

事業 

・濃尾震災130周年関

連事業 

〔郷土・地図情報係〕 

当館所蔵の古地図等の資料を手に、薩摩島

津氏とゆかりのある関ケ原町と海津市（岐

阜・鹿児島姉妹県盟約50周年）、本巣市（濃

尾震災130周年）を会場に、歴史の痕跡を探

しながら郷土について学ぶ。 

岐阜県図書館所蔵の地図資料等の利活用を

図り、ふるさと岐阜への関心・愛着を喚起

するきっかけとなった。4年度も引き続き事

業を開催する。 

 

鹿児島県立図書館と

の連携事業の実施 

〔企画振興係〕 

姉妹県盟約締結50周年を記念し、鹿児島県

立図書館と連携し、当館で「岐阜と薩摩の

絆展Ⅲ」、両県の関連図書展示、観光パンフ

レット展示等の事業を実施する。 

鹿児島県立図書館から所蔵資料データ及び

資料の情報提供を受けた。取り寄せた鹿児

島県の観光パンフレットは在庫がなくなる

ほど好評で、鹿児島に関心の高い方が多か

った。 

今後も引き続き両館で連携して所蔵資料等

の効果的な活用を図る。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

所蔵地図紹介 

4/24-8/6 
日本の官製地図・主題図－湖沼図・火山基本

図・海図・土地条件図他－ 
- 

10/1-12/5 
旅の目的と地図－目的に合った地図の種類

と利用－ 
- 

1/27-3/24 江戸切絵図の世界－時代小説の舞台－ - 

企画展示「地図で見る郷土－郷土の

再発見」 
10/2-11/25 

江戸時代から昭和時代にかけて作製・発行さ

れた岐阜・大垣・各務原・高山の地図を 1

階企画展示室で展示 

2,362名 

地図展示「『北方領土の日』関連地

図展」 
2/3-2/24 

北方領土に関する地図を展示（県庁国際交流

課等のパネル展示と同時開催） 
- 

なつかシネマ上映会 

月 1回 

（全 6回） 

特別編 3月

（全 1回） 

県図書館所蔵のビデオから懐かしの名作

（「東京オリンピック」等 14 作品のうち 8 作

品）を上映 

※新型コロナのため、5、8、9、1、2月は中

止 

のべ 346名 

郷土作家展示「飛山濃水の文学 明

治・大正・昭和の郷土作家 11人」 
4/23-5/23 

郷土出身の小説家・児童文学作家の足跡を辿

り、彼らが残した言葉を紹介する展示の第 7

期。特集企画は「岐阜県ゆかりの絵本作家」 

1,122名 

第 11 回小島信夫文学賞授賞式・講

演会 
6/13 

「小島信夫の文学を考える―美濃から世界へ

―」 

[講師]堀江敏幸（作家）、清水良典（文芸評

論家） 

[共催]小島信夫文学賞の会 

動画配信 

小島信夫展 6/22-6/27 
小島信夫を紹介するパネルの他、岐阜県図書

館が所蔵する関連資料の紹介など 
137名 

おとなのための岐阜学講座 

7/3 

「明智光秀と本能寺の変」 

[講師]藤田達生氏（三重大学副学長・教育学

部教授） 

110名 

8/1 

「木村小舟と小木曾旭晃－岐阜の文芸雑誌に

よる<国民文化>の創生」 

[講師] 林正子氏（岐阜大学名誉教授・特任

教授） 

45名 

12/4 

「放浪画家・蓑虫山人の人生となぞ」 

[講師]丸山幸太郎氏（岐阜女子大学教授・同

大学地域文化研究所所長） 

35名 
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企画展示「岐阜県のアスリートたち

～図書館資料で振り返る郷土のオ

リンピアンとパラリンピアン～」 

7/4-8/19 

2020 東京オリンピック開催を機に、岐阜県

ゆかりのアスリートや大会を支える地元産

業等を、図書資料とともに紹介 

※8/20-9/15臨時休館のため会期縮小 

3,234名 

7/4 

関連講演会「アスリートのための条件」 

[講師]山脇恭二（岐阜大学教授、1984 年ロ

ス五輪銅メダリスト） 

70名 

7/18 

関連講演会「東京オリンピック・パラリンピ

ックにむけて」 

[講師]若井敦子（空手家、世界空手道選手権

４連覇） 

148名 

7/4-8/15 

毎週日曜 

（全 7回） 

「聖火リレートーチにさわってみよう」 

紺野美沙子名誉館長が使用した聖火リレー

トーチに触る体験 

438名 

地図講演会 7/17 

[講師] 黒田隆志氏（岐阜県郷土資料研究協

議会副会長） 

[共催]古地図文化研究会 

55名 

ふるさと岐阜古地図散歩 
10/31 

11/7 

古地図を持ち、鹿児島県交流 50 年・濃尾震

災 130年にちなんだ場所を歩く 

②関ケ原町（島津の退口）、③海津市（宝暦

治水） 

※新型コロナのため①9/19は中止 

のべ 39名 

地図講座 

10/2 

「岐阜の発展を支えた長良古川跡を歩く」 

[講師]高橋幸仁氏（岐阜県古地図文化研究会

会員） 

33名 

10/9 

「パサージュ柳ケ瀬 1955s」 

[講師] 安元彦心氏（岐阜県古地図文化研究

会監事） 

25名 

10/16 

「自然災害と地名」 

[講師]原賢仁氏（岐阜県古地図文化研究会幹

事） 

18名 

10/30 

「岐阜県の中山道と、その近・現代の変貌」 

[講師]松尾一氏（岐阜県古地図文化研究会会

員） 

26名 

地図展示「濃尾震災 130周年展示－

地図と写真からみる地震と震災－」 
7/3-8/26 

関連する地図のほか写真や新聞記事等を楽

書交流サロンに展示 
－ 

鹿児島県との連携・交流事業 

「岐阜と薩摩の絆」パネル展Ⅲ 
10/16-11/3 

関ケ原合戦に参戦した島津義弘に関する資

料や、鶴丸城御楼門復元工事の木工事を担当

する亀山建設（関市）の作業の様子を、図書

館楽書交流サロンにてパネルで展示 

－ 

 

３ 世界に開かれた交流の場の創出 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

海外情報・海外教育

コーナーの充実 

〔調査相談係〕 

語学学習用資料や外国文化等に関する資料

を収集し、英語多読講座を開催する。 

海外文化に触れる場や、語学学習の機会を

提供できた。今後も関連資料の充実を図る。

英語多読講座も引き続き開催する。 

「外国文化に触れる

交流会」の開催 

〔調査相談係〕 

国際交流員等を講師に迎え、小学生を対象

とした講座を開催する。 

子どもたちが外国の文化に触れることがで

き、とても好評であった。4年度も引き続き

「子どものための外国文化講座」を開催す

る。 
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多文化理解の推進 

〔調査相談係〕 

世界各国を巡り、訪れた国を題材に絵本を

製作している絵本作家・市川里美氏（大垣

市出身）を講師に招き、小学生向けのワー

クショップを開催する。 

交流先であるフエ省（ベトナム）を紹介す

るパネルや関連資料の展示を行う。 

多文化共生をテーマとした関連資料展示を

行う。 

県と交流の深いフランス・ベトナムのパネ

ル展を実施し、来館者に海外文化に触れる

機会を提供した。 

4年度もパネル展を実施するほか、今年度中

止となった市川里美氏によるワークショッ

プを開催する予定である。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

子どものための外国文化講座 

「教えて！海外のこと」 

6/27 [講師]岐阜県国際交流員（リトアニア） 15名 

1/23 [講師]岐阜県国際交流員（ベトナム） 中止 

フランス・アルザス展 7/31-10/10 

フランス、アルザス地方オ＝ラン県を紹介す

るパネル展。オ＝ラン県立図書館からの寄贈

絵本も展示 

－ 

英語多読講座 11/28 
[講師]西澤一氏（豊田工業高等専門学校教

授） 
31名 

フランス在住の絵本作家によるワ

ークショップ 
11/23 

フランス在住の絵本作家・市川里美氏 

（大垣市出身）による小学生向けの絵 

本づくりワークショップ 

中止 

ベトナム・フエ省展 12/21-1/27 

ベトナムのフエ省を紹介するパネル展。ト

ゥアティエン・フエ省総合図書館からの寄

贈図書も展示 

－ 

岐阜県公共図書館協議会共通テー

マ資料展示「多文化共生」 
11/13-12/5 

所蔵する各国の文化や暮らしに関する本な

どを展示 
－ 

 

４ 中核図書館としての基盤強化と連携推進 

4-1基盤強化 

（1）資料の収集・保存 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

課題解決支援に必要

な資料の重点収集 

〔資料係〕 

課題解決支援を推進するため、関係分野の

最新資料を重点的に収集する。 

今後も重点収集にかかわる資料を購入し、

課題解決支援、関連コーナーの充実を図る。 

各分野の専門家によ

る蔵書評価の計画的

な実施と資料収集、

除籍への反映 

〔資料係〕 

各分野について、順次、専門家に依頼して

蔵書評価を実施し、選書や除籍に反映する。 

評価をもとに、資料収集に反映（24冊）。令

和 4年度は、「医療」分野を予定。今後も蔵

書評価の結果を資料収集に反映する。 

書庫狭隘化に対する

対応 

〔図書利用係〕 

資料の増加による書庫狭隘化に対し、必要

な対策を検討・実施する。 

収蔵能力の限界年を 5年度（6年度中にキャ

パオーバー）と算出し、4年度に実施設計、

5年度に改修工事を実施する。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 

重点収集資料の購入 

図書 1,479点を購入 

[内訳]障がい高齢福祉 121冊、健康医療 229冊、ビジネス支援 204冊、教

材支援 85冊、海外情報 302冊、ぎふ清流の国文庫 111冊（木育含む）、テ

ィーンズ 329冊、バリアフリー55冊、子育て 43冊 

電子書籍 2,033点、雑誌 60誌継続購入 

蔵書評価 9/3 
対象分野：「スポーツ」（1,992冊） 

評価者は朝日大学教授、県立高校校長の 2名に依頼 
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書庫狭隘化緊急措置 
臨時休館、蔵書総点検の際に一時的な収蔵スペースを書庫内に確保 

4年度当初予算に図書館書庫改修工事の設計費用を予算要求し認められた 

 

（2）情報サービスの強化 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

図書館ウェブサイト

での課題解決関連情

報の充実 

〔企画振興係〕 

ビジネスや健康医療等の課題別ページにつ

いて、図書館の事業や有用なウェブ情報へ

の案内を充実させる。 

リンク切れの確認や新しい情報の追加等、

定期的なメンテナンスを行っていく。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 

図書館ウェブサイトの更新 8/20- 
学校関係者向けに、当館が作成したサインを自由に利用でき

る「素材集」ページを作成 

 

（3）環境整備 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

施設・設備の維持管

理工事等の実施 

〔管理調整係〕 

開館（平成7年）以来改修していないエレベ

ーターの改修を行う。また、建築設備の劣

化が進行していることから、大規模改修工

事に向けた調査及び修繕計画策定を専門家

に委託する。 

エレベーター改修工事に併せて、安全装置

を設置するとともに、耐震補強を行った。 

開館後 26年が経過し、主要設備の改修時期

となっている。図書館劣化調査・改修計画

策定により、改修が必要な範囲が明確とな

り、建物全体の最適な改修方針を定めるこ

とができる。 

アウトリーチサービ

スの充実 

〔企画振興係〕 

〔資料係〕 

来館が困難な県民へのアウトリーチサービ

スとして、紺野美沙子名誉館長による朗読

会を岐阜市以外の県内地区で開催する。 

電子書籍、音楽配信サービスを継続して導

入する。 

揖斐川町での申込状況は定員を大幅に超え

るものであり、県民の期待度の高い事業で

ある。今後も各地でのアウトリーチ事業と

しての朗読会を企画する。 

電子書籍については今後も引き続き、コン

テンツの充実を図る。 

新新しい生活様式に

対応した環境整備 

〔図書利用係〕 

新型コロナウイルス対策をふまえた環境整

備、サービスを実施する。 

緩和措置をふまえた環境整備、サービスを

実施する。 

 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

エレベーター改修工事 7-2月 
エレベーター（5基）の改修、安全装置の設置及び耐震補強

の実施 

大規模改修のための調査及び中長

期保全計画策定業務 
通年 

建物・設備全体の劣化状況を調査し、最適な改修範囲・改修

計画を策定 

貸出施設オンライン環境整備工事 9月 

コロナ禍において、貸出施設の需要の変化（オンライン会議

やライブ中継の増加）に対応するため各施設に有線 LANを整

備 

名誉館長アウトリーチ事業 紺野

美沙子さん朗読会「さがりばな」 

1/23 

[共演]中村由利子氏、MiMi氏 

[会場]地域交流センターはなもも（揖斐川

町） 

[共催]揖斐川町教育委員会社会教育課 

中止 

3/5 

[共演]MiMi氏 

[会場]神戸町立中央公民館（神戸町） 

[共催]神戸町教育委員会 

中止 
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名誉館長アウトリーチ事業 紺野

美沙子さん朗読会「さがりばな」 
3/6 

[共演]MiMi氏 

[会場]中部学院大学各務原キャンパス（各務

原市） 

[共催]シティカレッジ各務原特別講演会実

行委員会、各務原市、中部学院大学・中部学

院大学短期大学部 

106名 

音楽配信サービス 

クラシック音楽を中心に約 200 万曲の楽曲を無料で聞くこ

とができる「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」を提

供 

8,256件 

電子書籍サービス 

学術書・専門書を中心とした紀伊國屋書店学術電子図書館

「KinoDen（キノデン）」の電子書籍を提供。 

電子書籍 2,033点を収集 

[テーマ別内訳]ビジネス支援 277点、海外情報 157点、健康

医療 176点、事典類 78点、子育て 22点、地場産業 113点、

法律 75点、障がい高齢福祉 61 点、県政の課題 95点、その

他 979点 

26,007件 

岐阜県総合教育センター図書・教育

資料室公立図書館返却サービス 

当館の県内公共図書館との定期配送便を利用して、教育セン

ターで借りた教育センターの資料を最寄りの公共図書館で

返却できる教員向けのサービスを開始 

450冊 

コロナ対応 

・閲覧室入口に検温器 2台を設置 

・岐阜市緊急事態宣言による市内施設休館に伴い、インターネット予約者に

対する貸出のみ実施（5/24-6/20、8/20-9/30） 

・アルコールや除菌機による消毒・殺菌、座席数や入館者の制限等を実施 

自動貸出機のスマートフォン対応

化 2/25-  

感染症対策・利便性向上のため、すでに配備されている自動

貸出機の 1台を改修し、スマートフォンを利用した貸出手続

きを非対面で行えるようにする 

 

（4）情報発信 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

情報発信力の強化 

〔企画振興係〕 

様々なメディアを活用した広報活動を積極

的に行うとともに、分かりやすさや見栄え

の良さを意識した広報物を作成し、図書館

の魅力をより多くの県民に発信する。 

図書館から県政記者クラブへの資料配布を

49 件行った結果、新聞、ラジオ、テレビな

ど様々なメディアで取り上げられた。 

今後も図書館が実施するイベントや事業を

多くの県民に伝えるため、各種メディアを

活用した広報に努める。 

図書館ウェブサイト

による効果的な情報

発信とウェブサイト

への誘導 

〔企画振興係〕 

ウェブサイトの特長を活かして情報をわか

りやすく発信する。また、特定のキーワー

ドで検索した結果をQRコード化し、情報へ

のアクセスを容易にする。 

利用者の目を引くバナーや重要なお知らせ

欄を利用し、必要な情報にアクセスしやす

い環境を整備する。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

メールマガジンの発行 
図書館事業のお知らせを発信。岐阜県図書館ホームページ内

の該当イベント案内ページの URLも記載 

（発行回数） 

毎月下旬 

YouTubeチャンネル「清流の国ぎふ

自宅で楽しむ文化芸術」への掲載 

第 11回小島信夫文学賞授賞式 
（再生回数） 

51回 

第 11回小島信夫文学賞対談講演会 147回 

岐阜県図書館紺野美沙子名誉館長朗読会「さがりばな」朗読

と演奏 
311回 
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YouTubeチャンネル「清流の国自宅

で楽しむ文化芸術」への掲載 

岐阜県図書館紺野美沙子名誉館長朗読会「さがりばな」トー

クと演奏 
346回 

図書館探検ツアー 10/30 地図資料や書庫などのバックヤード見学 中止 

ウェブサイトの一部改修 

・利便性や見やすさ向上のため、スマートフォン向けトップページや、新型

コロナウイルス感染症対策関連のページのレイアウトを変更 

・スマートフォン向けでは所蔵場所を指定した蔵書検索を行うことができる

よう一部改修 

紺野美沙子さん朗読会「さがりば

な」 
11/3 

[共演]中村由利子氏（ピアノ）、MiMi氏（ハ

ンマーダルシマー） 

来館が困難な県民向けに動画を YouTube に

て公開 

148名 

紺野美沙子名誉館長トークイベン

ト 
2/6 [ゲスト]榎木孝明氏（俳優・鹿児島県出身） 中止 

 

（5）子どもの読書活動の支援 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

岐阜県子どもの読書

活動推進計画（第4

次）に基づく子ども

の読書活動の推進 

〔図書利用係〕 

〔企画振興係〕 

既存の事業を見直し、中高生など若年層を

引き付ける工夫をする。 

「高校生以上の学生のための朗読講座」は

参加者の満足度も高く、4年度も引き続き実

施する。 

基本方針の 1 つである「本との出会いの提

供」をすすめるため、「長く読み継がれた絵

本を紹介する 25さいをすぎた絵本」の改訂

を行う。 

4年度司書等研修会の場で、子どもの読書活

動推進に関する講座を計画し、継続的に県

内図書館での計画推進を図る。 

児童図書研究室資料

を活用した情報提供

や利用促進 

〔図書利用係〕 

児童図書研究室の利活用を促すため、大学

等と連携して「児童図書研究室活用講座」

を開催する。また、子どもに本を手渡す大

人への支援として、おすすめの絵本を紹介

するリストを改訂・増刷し情報提供に努め

る。 

長く読み継がれた絵本を紹介する「25 さい

をすぎた絵本」の小冊子を改訂予定。 

中高生を対象とした

展示の開催 

〔図書利用係〕 

中高生の図書館利用を促すため、中高生を

対象としたテーマ展示やビブリオバトルに

関連した図書展示を行う。 

「若い人に贈る読書のすすめ」のリーフレ

ットを設置した。 

4年度もテーマ展示を継続し、中高生の更な

る読書推進に繋げていく。 

学校図書館支援と学

校司書育成の強化 

〔企画振興係〕 

県総合教育センターと連携して学校司書向

け研修を開催するとともに、係長級学校司

書による学校図書館支援事業を推進する。 

4 年度も教育センターと連携して研修を実

施する。また、特別支援学校や会計年度任

用職員が配属された学校など運営支援を求

める学校等も多いことから県立学校図書館

支援事業についても、各係長級学校司書に

よる支援を推進する。 
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＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

こども読書フェア 

4/24 

「高校生以上の学生のための朗読講座」 

[講師]前田幸子氏(フリーアナウンサー) 
34名 

朗読団体発表会「朗読のいずみ」 

[共催]朗読のいずみよつ葉のクローバー 
92名 

4/29 
特別講座「新聞切り抜き作品作り方教室」 

[共催]中日新聞 NIE事務局 
中止 

5/8 
「小学生向け図書館探検ツアー」 

書庫などのバックヤード見学 
中止 

5/9 

特別講座「楽しみながら学べる新聞活用教

室」 

[共催]中日新聞 NIE事務局 

中止 

おはなし会 

第 2木曜 

（全 5回） 

[対象]乳幼児（0歳-） 

[担当]職員 
69名 

第 1・3 

日曜 

[対象]幼児-小学校低学年 

[担当]おはなしサポーター 
中止 

第 2土曜 
[対象]小学生 

[担当]おはなしサポーター 
中止 

第 1土曜 
ことばあそびとおはなし会 

[担当]おはなしサポーター 
中止 

1回 
ストーリーテリング 

[担当]おはなしサポーター 
中止 

偶数月 

第 1日曜 

外国語のおはなし会 

[担当]外国絵本サポーター 
中止 

10/12,11/9, 

12/21 

しぶ柿 

[共催]手作り絵本の会しぶ柿 
45名 

児童図書研究室活用講座 6/22 
有効的な活用方法についての講義 

[講師]岡崎信美氏（岐阜女子大学講師） 
15名 

小冊子改訂 
おすすめの知識絵本を紹介する小冊子「魔法の扉を開いてみませんか～知

識の絵本編～」を改訂。 

児童・中高生向けテーマ展示 

「25さいをすぎたえほん」「おんがく・だんす」「あじさいいろのえほん」「そ

ら」「ともだち・かぞく」「メリークリスマス」「ことしはとらどし」「うみ

べのえほん」「おはなとみどりのえほん」「はるいちばん」「うごく・あそぶ」

「おまつりだー！」「かたち・ずけい・いろ」「とんで！とんで！」「詩の世

界」「読書感想文おすすめ本」「もっと世界を知ろう」「ビブリオバトル関連

本」「映像化された作品たち」「部活×青春」 

[一般向け] 

「生物多様性」「美濃和紙の魅力」「米澤穂信」「有人飛行 60周年」「2021年

追悼」「旅行」 

学校図書館職員対象研修会 

※オンライン研修 
10/7 

「学校図書館と ICT教育」 

[講師]野口武悟氏（専修大学教授） 

[主催]岐阜県図書館協会 

71名 

県立学校図書館の支援 
12/1,2/18 

（会議） 

係長級学校司書 11名が訪問・メール等によって県立学校（特

別支援学校を含む）への支援を実施。 

年 2回担当者会議を行い、支援の在り方等を協議。 
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4-2連携推進 

（1）関係機関との連携 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

県文化施設との連携

による文化事業推進 

〔企画振興係〕 

博物館、美術館、文化財保護センター等と

連携して、企画展示等の事業を実施する。 

今後も引き続き展示内容と関連した図書の

展示等を実施し、所蔵資料の利活用につと

める。 

連携協定を結ぶ大学

等との連携事業開催 

〔企画振興係〕 

継続して連携事業を実施するとともに、各

講座で関連資料を紹介する等、当館の所蔵

資料を有効活用し、図書館の利用促進につ

なげる。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止

となった事業もあったが、実施した事業は

いずれも満足度が高かった。4年度も引き続

き共催事業を実施する。 

 [その他] 

団体との連携事業 

〔企画振興係〕 

県民の読書活動を推進し、若年層の自ら学

び考える力の育成のため、県読書推進協議

会、中日新聞社と共催でおすすめする本を

紹介するコンクールを実施する。 

昨年度に引き続き約 700点の応募があった。

また高等学校からの応募が増えるなど若年

層の読書活動推進にも資することができ

た。4年度も引き続き事業を実施する。 

[その他] 

団体との連携事業 

（展示） 

〔企画振興係〕 

所蔵資料を活用して県民の読書推進を図

る。 

関係団体と連携し、関連チラシ等の配布を

行うなど効果的な所蔵資料の展示・紹介を

行う。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容等 参加者 

博物館・図書館連携企画展「千磨百

錬 よみがえる赤羽刀：後篇」 
4/24-5/23 

「赤羽刀」と呼ばれる、博物館等に無償譲与

された日本刀 168 点のうちの研磨が終了し

た 48点を展示 

3,260名 

「新発見！考古速報２０２１岐阜県

発掘調査報告会」 
10/23 

ふるさと岐阜の歴史への県民の関心を深め

るため、発掘調査成果を報告 

[共催]文化財保護センター 

111名 

博物館・歴史資料館・図書館連携企

画展 

「今よみがえる近世の庄屋～花村家

のくらしをたどる～」 

1/22-3/6 
美濃国羽栗郡本郷村に所在した旧家・花村家

の文書と道具類の一部を展示公開 
1,631名 

文化財保護センターサテライト展

示『東濃の遺跡』 
1/22-3/13 

センターが保管する発掘資料から東濃地方

の遺跡を紹介、出土した遺物を展示 
1,917名 

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

共催パネル展 

「おかえり！はやぶさ２」 

1/29-2/24 

小惑星探査機「はやぶさ２」の活動をパネル

で紹介するとともに、関連する所蔵資料を展

示 

－ 

楽習会 

[連携]岐阜大学 

7/25 
「鹿児島県の方言から日本語を考える」 

[講師]山田敏弘教授 
27名 

9/12 
「英語の「なんでやねん」」 

[講師]仲潔准教授 
中止 

10/31 
「英語で楽しむ『ムーラン』」 

[講師]林日佳理助教 
21名 

11/28 

「『源氏物語』と江戸の姫君たち―婚礼調度

を中心に―」 

[講師]小川陽子准教授 

24名 

1/23 
「アニメで学ぶ英語のリズムの世界」 

[講師]飯田泰弘助教 
中止 

2/20 
「漢詩の中の梅花」 

[講師]好川聡准教授 
中止 

大人のためのブックトーク 

[連携]情報科学芸術大学院大学 

奇数月 

最終土曜 

[講師]小林昌廣教授、県図書館職員 

※5/29,9/25,1/29 は中止、12/25は追加開催 
のべ 68名 
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公開講演会 

[連携]放送大学岐阜学習センター 
8/6 

「神話『教育立国日本』について考える」 

[講師]岩永雅也氏（放送大学学長） 
中止 

ASIA GRAPH 2021 in Gifu CG アー

トギャラリー 

[連携]大垣女子短期大学 

1/13-16 作品展示 1,105名 

1/13 
特別講座 

[講師]せきぐちあいみ氏 
64名 

学生向け出前講座「図書館情報資源

概論」 

[主催]岐阜女子大学 

1/13 

「電子書籍の活用」 

[講師]後藤圭太主査 

[会場]岐阜女子大学 

37名 

清流の国ぎふ・おすすめの 1冊コン

クール 

[主催]読書推進運動協議会、中日新

聞社、岐阜県図書館 

 

 

7/15-9/15 

(募集) 

[応募実績内訳]イラストＰＯＰ部門 278点、

ＰＯＰ部門 302点、紹介文部門 92点 
計 672点 

3/12 

表彰式・ブックトーク 

[ブックトーク講師]小林昌廣氏（情報科学芸

術大学院大学教授）※コロナ感染拡大に伴い

1/29から日程変更し、表彰式のみ開催 

31名 

連携展示 

[主催事業] 

「岐阜県のアスリートたち」「紺野美沙子名誉館長朗読会」「おとなのための

岐阜学講座（第 1回）『明智光秀と本能寺の変』」「おとなのための岐阜学講

座（第 2回）『木村小舟と小木曾旭晃ー岐阜の文芸雑誌による＜国民文化＞

の創生ー』「おとなのための岐阜学講座（第 3回）『放浪画家・蓑虫山人の

人生となぞ』」「『濃尾震災 130周年展示』関連資料」「『地図でみる郷土』展

関連資料」 

［共催事業］ 

「おはなしと音楽」「オレンジリボン（児童虐待）」「パープルリボン（DV）」

「県民共済」「リトアニア・杉原千畝関連書籍展示」「ニューヨーク県人会寄

贈本展示」「知ろう！学ぼう！消防団」「RDD2021in岐阜難病図書フェア―」

「岐阜県がん情報センター県民公開講座・肝疾患診療支援センター市民講

座」「ひきこもり講座」「第 11回小島信夫文学賞授賞式・講演会」「おとな

のための岐阜学講座」「岐阜と薩摩の絆パネル展Ⅲ」「赤羽刀」「発掘調査報

告会」「所蔵品展「東濃の遺跡」」「今よみがえる近世の庄屋～花村家のくら

しをたどる～」「おかえり！はやぶさ 2」「ASIAGRAPH2021」 

 

（2）県内市町村図書館等との連携 

取組 具体的内容 成果・課題・今後の方針 

県内図書館等との意

見交換実施 

〔企画振興係〕 

県内公共図書館との地区別意見交換会、公

民館図書室巡回と意見交換会等を通じて、

各図書館との情報交換を推進する。 

各館の課題や運営相談について回答・意見

交換し、質問事項については後日資料等を

提供した。公共図書館協議会のメーリング

リストによる情報共有は、各館での対応を

検討する際の参考情報として活用された。

情報共有することが今後の図書館運営に有

効となるため、各館とは連絡を密にして情

報収集をする。 

県内公共図書館共同

事業の実施 

〔企画振興係〕 

県内公共図書館共同事業や共通テーマ展示

等を実施する。 

共通テーマ資料展示は、各館の事情による

が、利用者の反応は概ね良好だった。4年度

も引き続き実施することとし、「がん予防啓

発」「認知症」「SDGｓ」の他「郷土の偉人（仮）」

にも取り組む予定。また、スタンプラリー

はアンケート結果を踏まえ、参加対象は子

ども・親子を主としつつ、全年齢参加可に

変更して実施する予定である。 
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県内公共図書館職員

向け研修会や講師派

遣の実施 

〔企画振興係〕 

 

より多くの図書館職員が参加できるよう配

慮し、ニーズに合わせた研修会を実施する

ことで、県内公共図書館職員の資質向上と

意識改革を図る。 

司書等研修会等、コロナ禍において、集合

とオンライン併用によるハイブリッド型式

で実施するなど、研修機会を継続して設け

ることができた。 

アンケート結果を参考に、ニーズの高いテ

ーマでの研修を計画する。引き続きオンラ

イン・対面併用で開催し、より多くの図書

館職員が受講できるよう配慮する。 

[その他]実習・見学

の受入 

図書館実習生や見学の受入を行い、図書館

の機能を発信するとともに県民の読書振興

を図り図書館の利活用にもつなげる。 

コロナ禍において実習・見学の中止・延期

もあったが、可能な限り受入を行った。 

＜関連事業＞ 

事業名 開催日 内容 参加者 

地区別意見交換会 

8/11 可茂地区[会場]可児市立図書館 11名 

11/10 東濃地区[会場]瑞浪市民図書館 7名 

11/26 
美濃地区※オンライン 

[会場]白鳥ふれあい創造館 
－ 

1/28 飛騨地区※オンライン 9名 

1,2月 岐阜地区（書面） － 

2,3月 西濃地区（書面） － 

可茂地区公民館図書室意見交換会 10/26 
坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、

東白川村[訪問先]川辺町中央公民館 
10名 

公民館図書室への巡回等 
11/16 

白川村図書室 

[訪問先]白川村立白川郷学園、南部地区文化

会館 

計 8名 

12/3 [訪問先]笠松町中央公民館図書室 8名 

出前講義及び、利用者登録 1/21 
電子書籍サービス利用方法、利用者登録 

[訪問先]高山市図書館「煥章館」 
延期 

メーリングリストの活用 
岐阜県公共図書館協議会事務局が中心となり、新型コロナウイルスに関す

る各館の対応状況を随時情報共有 

「清流の国ぎふ・図書館スタンプラ

リー2021」(18歳以下限定) 
4/23-5/30 

子ども読書の日（4/23）、こどもの読書週間（4/23-5/12）

に合わせて開催 

共通テーマ資料展示【岐阜県公共図

書館協議会主催事業】 
10/1-28 

「もっと知ろうがんのこと」 

「読む・知る・考える認知症」 

11/13-12/5 「多文化共生」 

1/5-1/27 

「SDGs」 

所蔵する関連資料の他、清流の国づくり政策課と連携し、

パンフレットの設置やパネル展示を実施 

相互貸借担当者研修 

※オンライン併用 
4/21,27 

研修後、相互貸借室などの見学を実施 

[講師]鈴木綾佳主査（企画課企画振興係） 

42 名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

25 名 

初任者専門研修 

※オンライン併用 
5/14 

「図書館の役割－飛騨市図書館の事例から

－」 

※リモート講義 

[講師]西倉幸子氏（飛騨市図書館長） 

64名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

37名 

「レファレンスサービス入門」 

[講師]青谷直美係長（サービス課調査相談

係） 

53名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

38名 
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初任者専門研修 

※オンライン併用 
5/14 

「接遇と利用者対応、子どもの読書活動推進

入門」 

[講師]稲垣哲久課長（サービス課）、寺井富

之主査（文化伝承課） 

66名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

39名 

「バリアフリー入門」※館内見学形式 

[講師]伊藤未織主事（サービス課調査相談

係） 

25名 

公共図書館長トップセミナー 

※オンライン併用 
5/20 

1.「地域に役立つ図書館を実現する」 

[講師]豊田高広氏（フルライトスペース株式

会社特別研究員） 

2．電子図書館サービスあれこれ 

[事例発表]関市立図書館、各務原市立中央図

書館、岐阜県図書館 

[主催]岐阜県公共図書館協議会 

 

40名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

10名 

司書等研修会 

※オンライン併用 

5/27 

「リトルプレスができるまで」 

[講師]杉田映理子氏（株式会社リトルクリエ

イティブセンター） 

26名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

15名 

「ビジネス支援サービスの推進－レファレ

ンスの記録調査方法を学ぶ－」※リモート講

義 

[講師]齊藤誠一氏（千葉経済大学部教授） 

8名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

7名 

6/4 

「紐帯をつむぐ場としての公共図書館：これ

からの多文化サービスを考える」※リモート

講義 

[講師]和気尚美氏（三重大学情報教育研究機

構助教） 

30名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

11名 

「ディスレクシアの理解と支援」※リモート

講義 

[講師]村瀬忍氏（岐阜大学教育学部特別支援

教育講座教授） 

43名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

23名 

6/17 

※12/3 に延

期 

「資料保存の基礎知識」 

[講師]眞野節雄氏（日本図書館協会資料保存

委員会氏） 

41名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

17名 

「本の修理講座」※会場のみ 

[講師]田中稔氏（図書用品タナカ） 
16名 

6/22 

「ライトノベルの現在」※リモート講義 

[講師]大橋崇行氏（成蹊大学准教授） 

57名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

33名 

「児童図書研究室活用講座」※会場のみ 

[講師]岡崎信美氏（岐阜女子大学講師） 
15名 

岐阜県公共図書館協議会職員研究

集会 

※オンライン研修 

9/17 

「地域の一員としての公共図書館を考える」

※リモート講義 

[講師]伊東直登氏（松本大学図書館長・教授） 

59名 

岐阜県図書館・岐阜大学図書館共催

研修 

※オンライン研修 

9/30 

「国立国会図書館を使いこなす」※リモート

講義 

[講師]室山玲子氏（国立国会図書館職員） 

35名 

児童サービス実践研修講座 

※オンライン併用 
10/22 

「“知ることが大事“を子どもたちへ」 

[講師]千葉美香氏（偕成社） 

34名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

12名 



- 17 - 

 

図書館活動研究大会 

※オンライン併用 
11/19 

「ジャパンサーチの活用方法」※リモート講

義 

[講師]高橋良平氏（国立国会図書館） 

[主催]岐阜県図書館協会 

33名 

うちｵﾝﾗｲﾝ 

19名 

出前講座 

6/25 

おはなしの会 

[対象]小学部児童 

[講師]伊藤未織主事（サービス課調査相談

係）、廣江久仁子主任専門職（サービス課図

書利用係）[会場]岐阜希望が丘特別支援学校 

15名 

6/27 

読み聞かせ講演会～家庭で絵本を楽しもう

～ 

[講師]狩野藍主査（サービス課図書利用係） 

[主催・会場]中津川市立図書館 

16名 

7/16 

幼稚園等新規採用教員研修※オンライン併

用 

[講師]狩野藍主査（サービス課図書利用係） 

[主催]岐阜県教育委員会教育研修課 

97名 

7/29 

なるほど地図教室 

[対象]小学 3～6年生 

[講師]松本徳子課長補佐（サービス課郷土・

地図情報係） 

[会場]瑞穂市図書館 

18名 

11/19 

「兼山小学校ふるさと学習～地図から探る

兼山の今と昔～」 

[対象]兼山小学校 4年生 

[講師]松本徳子課長補佐（サービス課郷土・

地図情報係） 

[会場]可児市立兼山小学校 

10名 

11/20 

「子どもが本好きになるには」 

[講師]村田賢二係長、小川知美主事（サービ

ス課図書利用係） 

[会場]農協会館（白川町）  

[主催]白川町読み聞かせ会 

30名 

12/4 

「こころはぐくむ絵本の読み聞かせ講座」 

[講師]村田賢二係長、廣江久仁子主任専門職

（サービス課図書利用係） 

[主催]多治見市社会福祉協議会 

[会場]多治見市総合福祉センター 

16名 

図書館情報資源概論 1/13 
[講師]後藤圭太主査（企画課資料係） 

[主催・会場]岐阜女子大学 
37名 

レファレンス研修（館内向け） 
6-2月 

（全 8回） 

主にデータベースを使用したレファレンス

事例の紹介 
－ 

各種研修への県図書館職員派遣 

（館内・館外） 
7-12月 

司書等研修会、ビジネスライブラリアン講習

会、全国図書館大会、東海北陸地区図書館地

区別研修ほか 

のべ 203名 

児童生徒地図作品展貸出 

第 26回児童生徒地図作品展の入賞作品を作製した児童生徒・保護者から承

諾を得て、展示を希望する市町村図書館へ提供 

[4/29-5/23]岐南町図書館、[6/1-27]郡上市図書館、[6/19-7/18]瑞穂市図

書館、[7/1-30]美濃加茂市中央図書館 

清流の国ぎふ・おすすめの 1冊コン [4/1-27]美濃加茂市中央図書館、[4/29-5/25]美濃加茂市東図書館、 
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クール令和２年度入賞作品セット

貸出 

[6/12-7/4]瑞浪市民図書館、[10/29-11/26]可児市立図書館 

郷土作家展示「飛山濃水の文学」巡

回パネル貸出 

[5/1-30]高山市図書館、[8/1-26]飛騨市図書館、[10/1-16]岐南町図書館、

[11/9-28]美濃加茂市東図書館、[12/25-1/27]神戸町立図書館 

図書館実習・見学等 

体験学習：高校生 4名 

図書館実習：大学生 1名、高校教諭 1名 

施設見学：小学校 5校 497名、特別支援学校 1校 16名、教員演習 1件 1名 

＜岐阜県図書館が取り上げられたメディア＞ 

１ 県図書館所蔵資料 利活用事例 
※いずれも申請書に基づく。出版物については未完成のものを含む 

①出版物等 

利用団体 出版物 資料名 

岐阜県文化財保護センター 研究紀要第 6号 （外）岐阜県管内地図 

夢の設計社 天下分け目の関ケ原合戦はなかった 濃州関ヶ原合戦図 

海青社 戦時改描図論考 2万 5千分 1地形図「且蘭」「旭川」 

宝島社 古地図で楽しむ！真説「名城」の秘密 岐阜町絵図 

池田町 池田町防災ハザードマップ 濃尾大震災写真「大垣郭町ﾉ裏」 

各務原市教育委員会 ふるさとかかみがはら 濃尾大震災写真帖より 2点 

瑞浪市教育委員会 瑞浪市中山道保存活用計画書 岐蘇路安見絵図 

山県市教育委員会 わたしたちの山県市 濃尾大震災写真「大垣町家」 

岐阜新聞社 岐阜新聞連載「復興期の新聞群像」 
大衆讀賣昭和 22年新年号表紙 他計

4点 

岐阜新聞社 
岐阜新聞 10/31「濃尾震災 130 年教訓今

に」 

濃尾大震災写真「長良橋鉄橋」「岐

阜市街大地震之図」 他計 2点 

個人 書物・出版と社会変容 夢もの語、飛州夢物語 

個人 
令和 3年度岐阜県古文書読解講習会史料

集 
見聞録 

②展示等 

展示場所 展示名（展示期間） 資料名 

岐阜関ケ原古戦場記念館 物語る戦国合戦（4/27-5/30） 濃州関ヶ原合戦図 

一宮市尾西歴史民俗資料館 天下の十字路（10/1-12/1） （仮）関ケ原合戦地図 

岐阜県博物館 今日から防災！（10/8-12/12） 美濃尾張大地震明細図 他計 3点 

飛騨高山まちの博物館 大原騒動 250年記念特別展（1/22-3/21） 夢もの語、飛州夢物語 

ぎふメディアコスモス 
シビックプライドプレイス（サイネー

ジ） 
岐阜市関係地図計 26点（複製） 

ヤマカまなびパークほか 濃尾震災の記録（5/2-5/29他） 濃尾大震災写真より 4点（複製） 

南丹市日吉町郷土資料館 
戦争-忘れてはいけないこと、語り継が

ねばならないこと-（7/17-9/12） 

満州開拓民入植図、満州農業移民入

植図 

郡上市歴史資料館 ふるさとの学校（9/1-12/26） 岐阜県管内地図（明 13） 

瑞穂市図書館 瑞穂市企画展（11/3-11/28） 岐阜縣之産業 他 3点（複製） 

輪之内町歴史民俗資料館 常設展示（1/4-） 濃州関ヶ原合戦図他計 4点 

ぎふ清流文化プラザ 
ぎふ清流の国創作オペラ「花子」（1/22･

23） 
花子の写真（複製） 

③調査研究 

利用団体 点数 資料名 

岐阜県立加納高等学校地域研究部 4 明治 40年実測岐阜市全図 他 
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２ 県図書館事業等 
【新聞記事】 

内容 掲載日 掲載新聞 

「朗読のいずみよつ葉のクローバー」第 10回朗読会（案内） 4/16 中日新聞 朝刊 

「飛山濃水の文学明治・大正・昭和の郷土作家 11人」第 7期（案内） 
4/16 

4/23 
岐阜新聞 

博物館図書館連携企画展「千磨百錬よみがえる赤羽刀後篇」（案内） 

4/16 

4/23 

5/14 

5/21 

5/28 

岐阜新聞 

「新聞切り抜き作品コンクール」優秀作品展示 4/24 中日新聞 朝刊 

高校生以上の学生のための朗読講座 4/25 中日新聞 朝刊 

「朗読のいずみよつ葉のクローバー」第 10回朗読会 4/26 岐阜新聞 

博物館図書館連携企画展「千磨百錬よみがえる赤羽刀後篇」 
5/12 中部経済新聞 朝刊 

5/14 産経新聞 朝刊 

絵本紹介冊子「魔法の扉を開いてみませんか？～子育てに絵本をどうぞ～」 6/3 読売新聞 朝刊 

児童生徒地図作品展巡回展示 6/5 中日新聞 朝刊 

第 11回小島信夫文学賞受賞式・講演会 

6/15 岐阜新聞 

6/19 岐阜新聞 

6/24 中日新聞 朝刊 

子どものための外国文化講座（リトアニア） 6/28 中日新聞 朝刊 

企画展示「岐阜県のアスリートたち」 

7/5 岐阜新聞 

7/5 中日新聞 朝刊 

7/29 毎日新聞 朝刊 

「濃尾震災 130周年展示－地図と写真からみる地震と震災－」展 

7/16 建通新聞 

7/29 読売新聞 朝刊 

8/10 岐阜新聞 

パパとすごす図書館第 2回図書館探検・パパと取材 7/24 岐阜新聞 

楽習会 7/26 中日新聞 朝刊 

「岐阜県のアスリートたち」関連ロビー展示 8/12 岐阜新聞 

フランス・アルザス展 8/12 岐阜新聞 

清流の国ぎふ・おすすめの 1冊コンクール（案内） 8/19 中日新聞 朝刊 

おとなのための岐阜学講座 8/21 岐阜新聞 

地図展示「地図でみる郷土－郷土の再発見－」展 
10/1 建通新聞 

11/23 岐阜新聞 

濃尾震災 130年教訓今に（所蔵写真の掲載） 10/31 岐阜新聞 

リトアニア NOW 
11/3 毎日新聞 朝刊 

11/4 岐阜新聞 

紺野美沙子名誉館長朗読会 
11/4 中日新聞 朝刊 

11/5 岐阜新聞 

JR岐阜北口の石碑目的は？（調査協力） 11/8 中日新聞 朝刊 

ニューヨーク県人会の寄贈 
11/12 岐阜新聞 

11/12 中日新聞 朝刊 

第 27回児童生徒地図作品展表彰式 11/19 岐阜新聞 

地図講座 11/20 岐阜新聞 

紺野美沙子名誉館長トークイベント（案内） 12/22 毎日新聞 朝刊 

ベトナム・フエ展 
12/23 中日新聞 朝刊 

1/13 読売新聞 朝刊 

清流の国ぎふ・おすすめの 1冊コンクール 12/24 中日新聞 朝刊 

県図書館出前講座（案内） 12/29 岐阜新聞 

アジアグラフ展 1/14 中日新聞 朝刊 

全国児童生徒地図優秀作品展文科大臣賞受賞 1/14 岐阜新聞 

岐阜県文化財保護センターサテライト展示東濃の遺跡 1/22 毎日新聞 朝刊 
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地図展示「『北方領土の日』記念展示－地図でみる北方領土 江戸時代から

現代まで－」 
2/8 岐阜新聞 

地図展示「時代小説 古地図と読もう」 2/21 岐阜新聞 

かべ新聞コンクール 2/23 岐阜新聞 

清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール 表彰式 3/13 中日新聞 朝刊 

小島信夫資料の寄贈 3/16 
中日新聞 朝刊 

岐阜新聞 

清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール作品入賞作品紹介（紹介文部門・

金賞） 
3/25 中日新聞 朝刊 

清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール作品入賞作品紹介（紹介文部門・

銀賞） 
3/26 中日新聞 朝刊 

清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール作品入賞作品紹介（紹介文部門・

銅賞） 
3/27 中日新聞 朝刊 

清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール作品入賞作品紹介（イラストＰ

ＯＰ部門・上位３賞） 
3/29 中日新聞 朝刊 

清流の国ぎふ・おすすめの１冊コンクール作品入賞作品紹介（ＰＯＰ部門・

上位３賞） 
3/31 中日新聞 朝刊 

【テレビ】 

内容 放送日 放送局・番組名 

「朗読のいずみよつ葉のクローバー」第 10回朗読会 4/27 
CCNケーブルテレビ「エリアトピ

ックス」 

「新聞切り抜き作品コンクール」優秀作品展示 4/27 
大垣ケーブルテレビ 

「デイリーUPPlus」 

企画展示「岐阜県のアスリートたち」・記念講演会 

7/5 
CCNケーブルテレビ「エリアトピ

ックス」 

7/14 ぎふチャン「ぎふサテ！」 

7/21 NHK「まるっと！ぎふ」 

パパとすごす図書館第 2回図書館探検・パパと取材 

7/27 ぎふチャン「NEWSぎふチャン」 

7/28 
CCNケーブルテレビ「エリアトピ

ックス」 

フランス・アルザス展 7/31 
CCNケーブルテレビ「エリアトピ

ックス」 

地図展示「地図でみる郷土－郷土の再発見－」 10/28 ぎふチャン「NEWSぎふチャン」 

紺野美沙子名誉館長朗読会 11/3 ぎふチャン「NEWSぎふチャン」 

岐阜県文化財保護センターサテライト展示 東濃の遺跡 2/5 
CCNケーブルテレビ「エリアトピ

ックス」 

岐阜県博物館・岐阜県歴史資料館・岐阜県図書館連携企画展

「今よみがえる近世の庄屋花村家のくらしをたどる」 
2/8 

CCNケーブルテレビ「エリアトピ

ックス」 

【ラジオ】 

内容 放送日 放送局・番組名 

子ども読書フェア 4/9 
FM GIFU「MeetsupFriday」内コ

ーナー「ギフトピ」 

音訳グループ「せせらぎの会」会員募集 6/4 
FM GIFU「MeetsupFriday」内コ

ーナー「ギフトピ」 

企画展示「岐阜県のアスリートたち」・記念講演会 6/24 
ぎふチャン 

「ビビっと！モーニング」 

「濃尾震災 130周年展示－地図と写真からみる地震と震災－」

展 
7/2 

FM GIFU「MeetsupFriday」内コ

ーナー「ギフトピ」 

パパとすごす図書館第 2回図書館探検・パパと取材 8/1 
ぎふチャン 

「週刊ラジオ聴く新聞」 

清流の国ぎふ・おすすめの 1冊コンクール 8/11 
ぎふチャン 

「週刊ぎふタイム」 

地図展示「地図でみる郷土－郷土の再発見－」 10/13 
ぎふチャン 

「週刊ぎふタイム」 

楽習会 11/19 
FM GIFU「MeetsupFriday」内コ

ーナー「ギフトピ」 
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紺野美沙子名誉館長トークイベント 12/24 
FM GIFU「MeetsupFriday」内コ

ーナー「ギフトピ」 

清流の国ぎふ・図書館スタンプラリー2022 3/18 
FM GIFU「Meets up Friday」内

コーナー「ギフトピ」 

【雑誌・情報誌】 

内容 掲載日 情報誌名 

「飛山濃水の文学明治・大正・昭和の郷土作家 11人」第 7期 4/30 岐阜咲楽 5月号 

第 11回小島信夫文学賞受賞式・講演会 5/23 岐阜咲楽 6月号 

博物館図書館連携企画展「千磨百錬よみがえる赤羽刀後篇」 7/1 岐阜新報 7月号 

企画展示「岐阜県のアスリートたち」 8/23 岐阜咲楽 9月号 

大人のためのブックトーク 11/23 岐阜咲楽 12月号 

ウチの図書館お宝紹介！第 217 回 地図の宝庫岐阜県図書館

－地図に出会い、地図を楽しもう－ 
12月号 図書館雑誌（日本図書館協会刊） 

楽習会 12/23 岐阜咲楽 1月号 

岐阜県文化財保護センターサテライト展示 東濃の遺跡 2/23 岐阜咲楽 3月号 

【ウェブ】 

内容 掲載日 ウェブ名 

「濃尾震災 130周年展示－地図と写真からみる地震と震災－」

展 
7/2 

カレントアウェアネス-R（国立

国会図書館） 

図書館等での案内や掲示に利用できる「素材集」のページを

公開 
8/24 

カレントアウェアネス-R（国立

国会図書館） 
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令和３年度評価指標　報告

１　基本指標

指標 実績等 令和2年度 令和3年度 前年同月比
前年同月比

1日平均

資料費（万円） 6,680万円 8,250万円 124% ー

　（図書購入費） 3,831万円 3,902万円 102% ー

　（電子書籍費） 700万円 1712万円 245% ー

新規購入冊数（冊） 11,553冊 11,889冊 103% ー

電子書籍購入点数（点） 1,051点 2,033点 193% ー

入館者数（人） 実績 234,978人 237,753人 101% 83%

新規登録者数（人） 実績 3,956人 4,296人 109% 89%

貸出冊数（冊） 実績 282,416冊 273,227冊 97% 80%

目標 22,300冊 21,000冊

実績 20,007冊 20,046冊 100% 83%

達成率 90% 95%

目標 5,400件 4,380件

実績 3,564件 4,146件 116% 96%

達成率 66% 95%

目標 100% 100%

実績 96.6% 92.4% 96% ー

達成率 96.6% 92.4%

目標 100% 100%

実績 96.1% 94.8% 99% ー

達成率 96.1% 94.8%

２　運営方針の指標

指標 実績等 令和2年度 令和3年度 前年比
前年比

1日平均

1　社会的課題解決の支援 目標 15,000冊 12,000冊

実績 9,683冊 9,116冊 94% 78%

達成率 65% 76%

１　社会的課題解決の支援 目標 9人／20人 7人／21人

実績 6人／20人 7人／21人 117% ー

達成率 67% 100%

目標 10,000件 11,000件

実績 11,121件 12,796件 115% 95%

達成率 111% 116%

目標 10,600冊 9,500冊

実績 7,625冊 6,963冊 91% 75%

達成率 72% 73%

4－１　基盤強化 目標 2,500冊 2,200冊

（１）資料の収集・保存 実績 1,872冊 1,095冊 58% ー

達成率 74.9% 49.8%

4－１　基盤強化 目標 357,000件 396,000件

（２）情報サービスの強化 実績 402,831件 388,076件 96% ー

達成率 112.8% 98.0%

4－１　基盤強化 目標 7,600件 10,900件

（３）環境整備 実績 13,900件 26,007件 187% 154%

達成率 182.9% 238.6%

4－１　基盤強化 目標 85件 70件

（４）情報発信 実績 60件 89件 148% ー

達成率 71% 127%

4－１　基盤強化 目標 3,300冊 2,800冊

実績 2,332冊 1,393冊 60% 49%

達成率 71% 50%

４－２　連携推進 目標 122件 95件

（１）関係機関との連携 実績 63件 60件 95% ー

達成率 52% 63%

４－２　連携推進 目標 730人 550人

実績 304人 719人 237% ー

達成率 42% 131%

開館日数 220日 267日

ビジネスライブラリアン講習

会修了累積人数

（終了人数／司書人数）

（２）地域の活性化や仕事へ

の支援

資料収集

【資料係】

実績

実績

利用統計

【企画振興係】

県内相互貸借定期便による資

料流通冊数（冊）

レファレンス件数（件）

（所蔵・口頭を除く）

サービス満足度

【企画振興係】

窓口サービス満足度（％）

レファレンス満足度（％）

健康医療情報コーナー資料貸

出冊数（冊）
（１）暮らしの安心のための

支援

図書館職員向け研修会の参加

者数（人）
（２）県内市町村図書館等と

の連携

２　郷土を知り学ぶ機会の創

出
郷土資料、古地図のデジタル

化資料アクセス件数（件）

３　世界に開かれた交流の場

の創出
海外情報、海外教育コーナー

資料貸出冊数（冊）

課題解決支援に必要な重点資

料収集冊数（冊）

図書館ホームページアクセス

件数（件）

電子書籍アクセス件数（件）

県図書館がメディアに取り上

げられた件数（件）

学校向けセット文庫貸出冊数

（冊）
（５）子どもの読書活動の支

援

他機関との連携事業件数

（件）


