
 

 

 

 

 

 

広 島 市 こ ど も 図 書 館 要 覧  

平成３０年度（２０１８年度） 

 

 
 

 

 

 

 

広 島 市 こ ど も 図 書 館 

 

 

 



　１　館　　　　　名　広島市こども図書館

　２　所　　在　　地　〒730‐0011　広島市中区基町５番８３号

　３　電　話　番　号　℡(082) 221-6755   FAX (082) 222-7020

　４　休　　館　　日　月曜日（８月６日に当たるとき、祝日法の休日に当たるときは開館）

　　　　　　　　　　　祝日法の休日の翌日（ただし、土・日・月曜日・休日に当たるとき

　　　　　　　　　　　は、その直後の平日）、図書整理日（奇数月の末日。ただし、土・

　　　　　　　　　　　日・月曜日のときは直前の金曜日）、年末年始（１２月２９日～１月

　　　　　　　　　　　４日（ただし、１月４日が月曜日に当たるときは、１月５日まで））、

　　　　　　　　　　　特別整理期間（１年を通じ７日以内）

　　　開　館　時　間　午前９時から午後５時まで

　５　館　の　沿　革

　　　昭和24年(1949年) 5月　アメリカ合衆国からハワード・ベル博士を通じ、絵本等1,500冊受贈

　　　　　　　　　　 　7月　広島市立広島児童図書館条例公布

　　　　　　　　　　　 7月　広島市立広島児童図書館を広島市立浅野図書館（小町）に併設開館

　　　昭和25年(1950年) 1月　米国ロサンゼルス市南加広島県人会より児童図書館建設費の寄贈申

　　　　　　　　　　　　　　出を受ける　　

　　　　　　　　　     4月　本格的閲覧業務を開始

　　　　　　　　　　　 5月　米国ロサンゼルス市南加広島県人会から児童図書館建設費（400万円)

　　　　　　　　　　　　　　を受贈

　　　昭和27年(1952年)11月　基町に新館（独立館）竣工（設計者：丹下健三東京大学助教授）

　　    　　　　　　  12月　新館にて（仮）閲覧業務開始

　　　昭和28年(1953年) 2月　子供読書クラブ発足　

　　　　　　　　　　　 4月　広島市児童図書館条例公布（昭和24年7月公布広島市立広島児童図書館条

　　　　　　　　　　　　　　例の全面改正）

　　　　　　　　　　　 7月　広島青年会議所から館内設備（102万円）を受贈

　　　　　　　　　　　12月　新館完工落成式挙行

　　　昭和29年(1954年) 4月　ニューアーク方式による個人貸出実施（１人１冊４日間）

  　　　　　　　　　　10月　巡回文庫配本開始

　　　昭和30年(1955年)11月　少年少女読書感想文コンクール（第１回）実施

　　　昭和32年(1957年)11月  少年少女読書感想画コンクール（第１回）実施

　　　昭和39年(1964年)11月　自動車文庫「ともはと」巡回開始（浅野図書館と共同運行）

　　　　　　　　　    11月　童話大会（第１回）開催

　　　昭和40年(1965年) 8月  緑陰図書館開始

　　　昭和41年(1966年) 4月　『子どもの心を育てる良書目録』を発行（以後、隔年発行）

　　　昭和42年(1967年) 4月　貸出方式を変更（ブックカードを廃止し、期限票使用）

　　　昭和43年(1968年) 6月　巡回文庫車「こばと」活動開始

　　　昭和44年(1969年) 5月　江波沖町配本所開設（地域集会所への配本活動開始）

　　　昭和45年(1970年) 8月　観音配本所開設（地区公民館への配本活動開始）

　　　昭和51年(1976年)10月　配本所１８カ所（地区公民館分）を中央図書館へ移管

　　　昭和52年(1977年) 4月　「ともはと」活動の児童図書館分を中央図書館へ移管

　　　昭和53年(1978年) 7月　改築のため吉島小学校北校舎へ仮移転
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　　　　　　　　　　　　　　個人貸出を１人３冊、２週間に変更

　　　　　　　　　　　 9月　旧中央公民館跡(基町）へ再移転

　　　昭和55年(1980年) 2月　児童図書館改築竣工

　　　　　　　　　　　 4月  巡回文庫車を中央図書館へ統合

　　　 　　　　　　 　 5月　館名を「広島市こども図書館」に改名して開館

　　　　　　　　　　　　　　（広島市こども文化科学館と併設）

　　　　　　　　　　　　　　おはなし会（第１回）を開催

　　　　　　　　　　　 8月　館報「こども図書館」創刊号発行

　　　　　　　　　　　11月　児童文化講座（第１回）開催

　　　昭和56年(1981年) 4月　貸出方式は冊数チェック式に、個人貸出冊数を１人４冊、団体貸出

　　　　　　　　　　　　　　冊数は４０冊に変更

　　　昭和57年(1982年) 1月　中学生読書会（第１回）開催

　　　昭和58年(1983年)10月　『良書目録総集版』発行

　　　昭和59年(1984年) 7月　たのしい読書と感想文教室（第１回）開催

　　　昭和60年(1985年) 4月　個人貸出冊数を１人５冊に変更

　　　　　　　　　　　10月　『子どもたちへ原爆を語りつぐ本』発行

　　　昭和61年(1986年) 4月　身体障害者へ図書の郵送貸出サービス開始

　　　　　　　　　　　10月　ほん大好きまつり（第１回）開催

　　　昭和62年(1987年) 5月　はるのおはなしまつり（第１回）開催

　　　　　　　　　　　　　　うさこクラブ（第１回）開催

　　　　　　　　　　　 7月　ブック・トーク（第１回）開催

　　　　　　　　　　　10月　視覚障害者へ対面朗読サービス開始

　　　昭和63年(1988年) 3月　『児童文化関係所蔵図書目録Ⅰ』発行

　　　平成元年(1989年) 1月　一日図書館員（第１回）開催　

　　　　        　　　 4月　コンピュータ・オンライン・システム稼働　

　　　　　　　　　　　　　　団体貸出冊数を５０冊に変更

　　　　　　　　　　　 5月　コピーサービス開始

　　　　　　　　　　　　　　ビアンカクラブ（第１回）開催

　　　平成 2年(1990年) 2月　子どもと本をむすぶボランティア養成講座（第１回）開催

　　　　　      　　　 5月　開館１０周年記念式典

　　　      　　　　　10月　視覚障害者へカセットブックの郵送貸出サービス開始

　      　　　 　 10～11月　開館１０周年記念児童文化講演会開催

　　　平成 3年(1991年) 1月  『子どもの心を育てる良書目録』を『ほんはともだち』に改称して発

　 　　 　　　　　　　　　　行

      　　　　　　     6月　「おひざにだっこのおはなし会」（第１回）開催

　　　　　　　　　　　10月　「保育園・幼稚園の図書館招待」開始

　　　平成 4年(1992年)10月　主催事業（一般対象）における一時保育開始
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　　　平成 6年(1994年) 4月　郵送貸出サービスの利用対象者の拡大

　　　　      　   9～11月　こども図書館・アジアフェスティバル開催

　　　　      　　　　12月　郷土作家コーナー開設

　　　平成 7年(1995年) 6月　『子どもたちへ原爆を語りつぐ本　総集版』発行

　　      　　　　　　 7月　親子で原爆・平和を考えるための講演会開催

　　　平成 8年(1996年) 6月　学校図書館連携事業開始

　 　      　 　　　　　　　中学生ほん倶楽部１５０回記念講演会開催

　　　　       　　    7月　利用者用端末機設置

　         　       　10月　読書週間５０周年記念ポスター展開催

　　　平成10年(1998年) 4月　広域サービス開始

　　　　　　      　　11月　児童に対する図書館奉仕全国研究集会開催

　　　平成11年(1999年)10月　「音をテーマに詩をつくろう」発表会開催

　　　　　      　　　12月　予約・リクエストのファクシミリによる受付開始

　　　平成12年(2000年) 5月　ブックルだより発行

　　　　      　　　　 8月　2000－2001年記念事業「幼児と児童のための国際絵本展」開催

　　　平成14年(2002年) 2月　乳幼児向け絵本コーナー（おひざにだっこのえほんコーナー）開設

　　　      　　　　　 5月　『おひざにだっこのえほん』発行

      　　　　　　　　 6月　中学生・高校生ボランティアによるおはなし会（第１回）開催

　　      　　　　　　　　　高校生ほん倶楽部（第１回）開催

　　　平成15年(2003年) 4月　妊婦さんへのおはなし会（第１回）開催

　　      　　　　　　　　　こども図書館見学会（第１回）開催

　　　　      　　　　　　　保健センターとの連携開始（妊婦教室）

　　　　　　　      　　　　「子ども読書まつり」（はるのおはなしまつり）を全市事業として実

　　　　　　　　　　　　　　施

　　　平成16年(2004年) 1月　おはなし会ボランティア交流会（第１回）開催

　　　　　　           5月　うさこクラブとビアンカクラブを統合し、子どもの本を楽しむ大人の

　　　　　　　　　      　  読書会として開催

　　　平成17年(2005年) 1月　広島市立図書館新コンピュータシステム稼動

　　　　      　　     7月　被爆６０周年記念事業　子どもたちが原爆を語る朗読の会　開催

　　　      　　　    11月　『イチオシ！～家族や友だちにすすめたい本～』（子ども読書まつり

　　　　　　　　　　　　　　共同事業）のリスト発行

 　　　　 　　　    （11月  子どもの読書活動推進計画策定　広島市教育委員会）

　　　平成18年(2006年) 4月　指定管理者による管理運営実施

　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者：(財)広島市文化財団

　　　　　　　　　　　　　　　指定期間：平成18年4月1日～平成22年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰を受ける

       　　　          6月　子どもと本を結ぶボランティア養成講座を初心者編（区図書館と共催

　　　　　　　　　　　　　　18年度：安芸区,安佐南区　19年度：安佐北区，佐伯区　20年度：西区，南区

　　　　　　　　　　　　　　21年度：中区，東区　22年度：安芸区，こども　23年度：安佐北区，こども

　　　　　　　　　　　　　　24年度：南区，こども　25年度：安佐南区，安佐北区  26年度：佐伯区，こども

　　　　　　　　　　   　   27年度：西区，こども  28年度：東区，こども 29年度：中区，こども）と

　　　　　　　　　　　　　　経験者編に分け年３講座開催

　　　　　　　　　　　　　　図書館教育推進事業への支援として、ボランティアの指導に職員を派

　　　　　　　　　　　　　　遣
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　　　　　　　　　     7月　中・高校生向け児童文化講演会「やっぱり、本が好き！」（第１回）

　　　　　　　　　　　　　　開催

　　　平成19年(2007年) 3月　「おひざにだっこのえほんコーナー」を各区図書館（絵本約200冊）

　　　　　　　　　　　　　　へ新設

　　　　　　　　　　　　　　　　（18年度：南,西,安芸　19年度：安佐南,佐伯　20年度　中,安佐北,湯来河野閲

　　　　　　　　　　　　　　　　　覧室）

　　　　　　　　　     4月　開館日の拡大（休日の月曜日、８月６日等８日間の開館）

　　　　　　　　　     5月　中学生ほん倶楽部と高校生ほん倶楽部を統合し、ボランティア養成と

　　　　　　　　　　　　　　してのライブラリーサポーターズ（略称：リブ・サポ）の活動開始

　　　平成20年(2008年) 4月　市立図書館全館で子ども読書まつり「宮沢賢治ワールド」開催

　　　　　　　　　　　　　　（初めて市内の書店１１店と連携）

　　　　　　　　　　　 5月　広島市読み聞かせボランティアネットワーク事業の開始（名称：広島

　　　　　　　　　　　　　　市・ほんはともだちネットワークと決定し、公開シンポジウム等の

　　　　　　　　　　　　　　実施）

　　　　　　　　　    11月　学校支援図書セット貸出開始　２０テーマ３０セット

　　　　　　　　　　　　　　（１セット約３０冊）

　　　平成21年(2009年) 1月　学校図書館支援講座開始（３回）

　　　　　　 　　　    3月　『ほんはともだち'08』編集委員として初めて５名の市民を公募し編集　

　　　　　　　　　        　『ほんはともだち』のデータベース化（1984年～2006年隔年刊行の

　　　　　　　　　　　　　　１２冊分）

　　　　　　　　　　　４月　小学校への昔話の出前事業開始（ひろしまストーリーテリングの会と

　　　　　　　　　　　　　　の連携

　　　　　　　　　 10～2月  学校図書館支援講座開催（７回・区図書館と共催）

　　　　　　　　　　　12月　「広島市・ほんはともだちネットワーク」設立

　　　　　　　　　　　　　　広島市・ほんはともだちネットワーク「つどい」共催

　　　平成22年(2010年) 1月　『ほんはともだち』のデータベース化（1966年～1982年隔年、2008年

　　　　　　　　　　　　　　刊行の１０冊分）

　　　　　　　　　　   2月　広島市・ほんはともだちネットワーク「おはなしフェスタ」共催　

　　　　　　　　　　　　　　外国語絵本による多文化サービス事業開始

　　　　　　　　　　　　　　中国語・韓国語の絵本収集 136冊　　　　　

　　　　　　　　　　　　　  多文化理解事業「中国のことばとあそびにふれよう」開催

　　　　　　　　　　　 3月　多文化理解事業「韓国のことばとあそびにふれよう」開催

　　　　　　　　　　　 4月  指定管理者による管理運営実施（第２期）

　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者：(財)広島市文化財団

　　　　　　　　　　　　　　　指定期間：平成22年4月1日～平成26年3月31日

　　　　　　　　　　　   　 開館３０周年記念事業開催　あさのあつこトークショー（24日）、記

　　　　　　　　　　　　　  念式典（29日）、図書館３０年間のあゆみ展、思い出川柳、想い出作

　　　　　　　　　　　　　　文、未来の科学館・図書館絵画募集、３０年間の小・中学校の国語と

　　　　　　　　　　　　　　理科の教科書展

　　　　　　　　　 11～1月  学校図書館支援講座開催（４回・区図書館と共催）
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　　　平成23年(2011年) 4月　指定管理者である(財)広島市文化財団が、(財)広島市ひと・まちネッ

　　　　　　　　　　　　　　トワーク及び(財)広島勤労者職業福祉センターとの合併により、（財）

　　　　　　　　　　　　　　広島市未来都市創造財団として発足（１日）　

　　　　　　　　　　  11月　ひろしま紙芝居祭（第１回）開催

　　　平成24年(2012年) 3月  子どもの読書活動推進計画（第二次計画）策定　広島市生涯学習課）

　　　　　　　　　　　４月  広島市よい本をすすめる母の会５０周年記念講演会開催

　　　　　　　　　　  11月　株式会社イオンとの包括提携協定によるおはなし会開始

　　　　　　　　　 12～1月  旧児童図書館開館60周年展開催

　　　平成26年(2014年) 3月　『どの本よもうかな』発行

　　　　　　　　　　　 4月  指定管理者による管理運営実施（第３期）

　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者：(公財)広島市文化財団

　　　　　　　　　　　　　　　指定期間：平成26年4月1日～平成30年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　※(財)広島市未来都市創造財団が公益財団法人に移行し名称を(公財)

　　　　　　　　　　　　　　　広島市文化財団に変更

　　　　　　　　　　  10月　公益財団法人移行記念事業　児童文化講演会「『科学界のインディ・

　　　　　　　　　　　　　　ジョーンズ』ができるまで」開催

　　　平成27年(2015年) 2月　公益財団法人移行記念事業　家庭読書アドバイザー養成講座開催

　　　　　　　　　　　　　　家庭読書アドバイザー派遣事業開始

　　　　　　　　　     6月　被爆７０周年記念事業　『子どもたちに原爆を語りつぐ本　総集版』

　　　　　　　　　　　　　  発行

　　　　　　　　　    10月　被爆７０周年記念事業　児童文化講演会「「記憶」を物語るというこ

　　　　　　　　　　　　　　と」開催

 　　　　   　　　　　　　　個人貸出冊数を１人１０冊に変更

　　　平成28年(2016年) 3月　『広島市こども図書館所蔵ベル・コレクション解題目録』発行

　　　　　　　　　 　　3月  子どもの読書活動推進計画（第三次）策定　広島市生涯学習課

　　　平成29年(2017年) 3月　『ベル・コレクション』のデジタルアーカイブ化（代表作品３２点）

　　　　　　　　　9月　広島市による命名権導入により、呼称を「５‐Ｄaysこども図書館」に変更
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　６　職員数（平成30年4月1日現在）

　　(内司書有資格者　７名)

　７　施設概要

　　　　構　　造　　鉄筋コンクリート造　地上２階

　　　　敷地面積　　　514.293 ㎡

　　　　建築面積　　　360.354 ㎡

　　　　延床面積　　 1,034.00 ㎡

　　　　併設施設　　　広島市こども文化科学館（鉄筋コンクリート造　地下１階　地上４階）

　８　館　の　特　色

　　（１）子どもの本の専門の独立図書館であり、児童サービスの中央館としての機能を有する。

　　（２）おはなし会専用の「おとぎの部屋」を設け、おはなし会の実施やボランティアの養成な

　　　　　ど、多角的な活動をしている。

　　（３）約２０万冊の蔵書を有し、児童図書の保存のほか調査・研究のための利用にも供している。

　９　運　営　方　針

　　（１）気持ちよく、利用しやすい図書館

　　（２）資料や情報を、的確かつ迅速に提供する図書館

　　（３）子どもの豊かな心と、自ら学ぶ力をはぐくむ図書館

　　（４）市民とともに育つ図書館

　　（５）歴史や文化の記録を継承する図書館

　１０　管内人口・面積　（平成30年3月31日現在・広島市）

　　1,193,556人

　　※165,817人 　※は０歳から１４歳まで

面　　　積

906.68　k㎡

司
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　１１  予　　　　算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　年　度

　項　目

図書館費（こども図書館分）　　　　 7,338万 2千円 　　　　 7,160万 0千円

　Ａ　人件費 　　　　 4,074万 6千円 　　　　 3,971万 7千円

　Ｂ　物件費 　　　　 3,263万 6千円 　　　　 3,188万 3千円

　　ａ　資料費 　　　　 1,172万 4千円 　　　　 1,171万 5千円

　 　 (a)図書購入費 　　　　 1,097万 2千円 　　　　 1,096万 3千円

　　　(b)雑誌・新聞購入費　　　　　　75万 2千円 　　　　　　75万 2千円

 　　 (c)視聴覚資料費   　　　　  　   0千円   　　　　  　   0千円

　　ｂ　その他 　　　 　2,091万 2千円 　　　 　2,016万 8千円

　１２  資料収集の基本方針

　　（１）子どものための専門図書館として、子どもが本に親しみ、読書を楽しむことをとおして、

想像力ならびに創造力を養い、より豊かな人間性を育み、健やかな成長に資する資料を収

集する。

　　（２）児童文学等児童文化関係の研究調査にも応じられるよう、必要な資料を収集する。

　　（３）国際平和文化都市の図書館として、原子爆弾による被爆体験の継承や平和意識の高揚、国

際理解の推進に係る資料を収集する。

　１３　図書館資料　（平成30年3月31日現在）

　　（１）図　書　　（一般書以外はすべて児童図書）　　　　　　　　　（単位：冊）

　　　　冊　数

　分　類

０　総　　　記

１　哲　　　学

２　歴史地理

３　社会科学

４　自然科学

５　技術・工学

６　産業・交通

７　芸　　　術

８　言　　　語

９　文　　　学

Ｅ　絵　　　本

Ｐ　紙　芝　居

　　ｶｾｯﾄ（点字資料含む）

　　一　般　書

　　　計

12

259

2

2,119

328 12 0

198,681

0

17

5

56

959

▲ 7

23

6

▲ 93

187

▲ 194

1,018

14,756 309 15 518

21 212

9,800 202 17 312

除籍

(a) (b) (c)

増減

(a)+(b)-(C)

29

2,373 127 ▲ 6 60

所属替等

年　間　移　動　冊　数

61

5,486 207

9,846 378

平成30年度

蔵書数

1,108 26 9

受入

平成29年度

4,355 324

8 192

8 19

68,704 1,168 107 257

672,194

7,977 213 16 224

11 69752,974

61,364

1,532 39

1101,210

6932210,239

2,560

361

48

6
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　　（２）雑誌・新聞・法規

　 （　）は、寄贈で内数

　　（３）視聴覚資料

　　97 巻

　　（４）特別集書

　　　①　ベル・コレクション（洋書コレクション）

         昭和24年（1949年）、ハワード・ベル博士を通じてアメリカから寄贈された洋書（714冊

　　　　現存）を核とした戦後の洋書関係資料978冊を所蔵している。当時のアメリカで読まれた児

　　　　童文学の古典や評価の高い創作絵本等の初版本がほとんどであり貴重な資料群である。また、

　　　　当時の児童図書の出版状況や、子どもたちに寄せる文化復興への日米関係者の思いがうかが

　　　　えるものであり、広島市児童図書館の開館の契機となったコレクションである。

　　　②　郷土の児童文学作家資料

　　　　　広島市を中心として広島県にゆかりのある児童文学作家の図書、絵本、雑誌等を収集し、

　　　　公開している。資料冊数は約1,300冊。

　　　③　原爆関係資料

　　　　　被爆都市ヒロシマのこども図書館として、広島や長崎の原爆についての資料約2,700冊を

　　　　収集し、子どもたちの平和学習の支援をしている。収集資料は、冊子目録「子どもたちに原

　　　　爆を語りつぐ本」の発行や、ホームページへの掲載により公開している。

　　　④　児童文化関係資料

　　　　　児童文学などの研究用資料として復刻版の児童図書や雑誌を中心に、児童文化関係図書を

　　　　約9,000冊収集し、研究者、学校図書館関係者、読み聞かせボランティア等の支援を行って

　　　　いる。

　１４  館　内　奉　仕

　　（１）各室の機能

自由閲覧室 図書の館外貸出（個人・団体）、本の予約、

リクエストの受付、利用案内、読書相談

おひざにだっこの絵本、外国語の絵本

展示コーナー 所蔵資料等の企画展示

参考閲覧室 参考図書、郷土資料、原爆資料、児童文化関係

資料、保存用図書等の提供および資料相談

　　　　　　　　　　　（２９席）複写サービス、インターネット用パソコンの利用

おとぎの部屋 各種おはなし会、ボランティア養成講座等の行事

を開催

306冊 131タイトル　188本数　量

１
階

資料名

65(5)

雑　　誌

絵本コーナー（外国絵本を含む）

機能室　　　名

2
階

新　　聞 法　　規

大活字本スライド ＣＤ

10（1) 1(1)
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　　（２）館外貸出

　　　　　個　　人　・１人１０冊まで、２週間貸出

　　　　　団　　体　・読書グループ、読みきかせ等のボランティア活動をしているグループ、学校

　　　　　　　　　　　等を対象に１グループ５０冊まで、１か月間貸出

　　　　　　　　　　・学校・ボランティア等を対象に、学校・ボランティア等支援図書セット貸出、

　　　　　　　　　　　１セット（約３０冊）２か月間貸出

　　（３）障害者サービス

　　　　　郵送貸出　図　書　　　身体障害者手帳(１～４級)および療育手帳(Ⓐ、Ａ表示)、精神

　　　　　　　　　　　　　　　　障害者保健福祉手帳(１～２級)を持っている人に、１人１０冊

　　　　　　　　　　　　　　　　まで４週間の貸出

　　　　　　　　　　Ｃ　Ｄ　　　身体障害者手帳(視覚障害）をもっている人、または図書館長が

　　　　　　　　　　　　　　　　視覚の表現による認識に障害があると認めた人に、１人１０点

　　　　　　　　　　　　　　　　まで４週間の貸出

　　　　　対面朗読　視覚障害がある人に、図書館所蔵資料を朗読

　１５　利　用　状　況　（平成29年度）

　　（１）開館日数　　　２８７日

　　（２）図書の利用

学校・ボランティア等支援図書セット

　　      視聴覚資料、貸出物品等の利用

　　　　　郵送貸出（窓口での一般貸出も含む）

　　（３）資料相談　　　２１，５４５件

　　（４）文献複写　　　７２５枚

区分

登録者数

個人貸出

  １１，７０９人

  ２７，８８２人

貸出数

登録者数

１３件　５４冊

種類

区分

貸出冊数

２５点５８点

ＣＤ

貸出数

１１９，５３８冊

貸出件数

  １１８件   ３，９４３冊

 　　　　　　 ０点

図書

　　　　１０人

スライド 貸出物品（エプロンシア
ター、パネルシアター）

４巻

　　　　　　１１人

５，１６４団体

２２，７２５冊

団体貸出

　　３８３団体

貸出物品(紙芝居舞台など）

貸出者数

貸出冊数
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１６　実　施　事　業

　（１）集会事業　　　　※ 内容は別表（ｐ１４）参照

 行　　事　　名 内　　容 対　象 回数 参加人数 備　考

おはなし会
絵本の読み聞かせ・ストーリーテリング、本
の紹介等

幼児・児童
と

その保護者
54 556 毎週日曜日

おひざにだっこのおはなし会 絵本の読み聞かせと本の紹介等
乳幼児と

その保護者
36 547

第２土曜日
第３金曜日
第４土曜日

プレパパ・プレママの絵本
タイム

絵本の読み聞かせと本の紹介等
妊婦・

パートナー・
乳幼児

10 42

偶数月
第1火曜日
奇数月

第3土曜日

平和のおはなし会 平和に関する絵本の読み聞かせと本の紹介等
幼児・児童

と
その保護者

2 38
8/6
8/9

イオンおはなし会 絵本の読み聞かせと本の紹介等
幼児・児童

と
その保護者

12 192 第３土曜日

福屋でのおはなし会 絵本の読み聞かせと本の紹介等
幼児・児童

と
その保護者

6 92
10/28、11/19、
12/9、1/13、
2/10、3/11

手話のおはなし会
手話通訳付きの絵本の読み聞かせ、手話の紹
介等

幼児・児童
と

その保護者
1 12 　12/9

サンフレッチェ広島の選手
と絵本を読もう

サンフレッチェ広島の選手、ライブラリー・
サポーターズ（中学生・高校生の図書館ボラ
ンティア）、図書館員による絵本の読み聞か
せや手あそび等

幼児・児童
と

その保護者
1 108 6/11

多文化理解事業

① 中国のことばとあそびにふれよう
　 実演者：岩井　梅子　氏
    （和紙ちぎり絵講師）
② 韓国のことばとあそびにふれよう
　 実演者：金　信助　氏（韓国語通訳・講師）
③ ペルーのことばとあそびにふれよう
　 実演者：ミヤカワ　ビビアナ 氏
　（国際交流ボランティア「PERU AND BRASIL」
　　代表）
④ えいごとにほんごのおはなしかい
　　実演者：石橋　香氏
　　（英語講師・絵本講師）

幼児・児童
と

その保護者
4 78

  ①9/24

  ②11/18

  ③1/8

  ④3/24

子どもの本を楽しむ
大人のためのブックトーク

小学校中学年・高学年・中学生を対象にした
本を職員が紹介。

大人 1 28 　3/15

児童文化講演会

「絵本の愉しみ―アメリカ黄金期の絵本から
ロバート・マックロスキーとヴァージニア・
リー・バートンを中心に―」
講師：吉田　新一　氏（英文学者、評論家、
翻訳家）

概ね１８歳
以上

1 92 9/17

児童文化講演会
やっぱり、本が好き！

「絵本作家の塚本やすしさんと遊びま
ショー～絵本の読み聞かせ＆ライブペイン
ティング～」
講師：塚本　やすし　氏（絵本作家）

幼児・小学
生とその保

護者
1 79 7/23

※子どもと本を結ぶ
　ボランティア養成講座

地域で読書活動のできるボランティアを育成 大人 13 268

初心者編
6～7月

経験者編
11月～１月
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※おはなし会ボランティア
　継続研修・交流会

養成講座終了者の資質向上のための研修と交
流

大人 9 161

うち全体研
修・交流会
10/13,12/6,

1/18

中学生・高校生の
　ボランティア養成・活動
（ライブラリー・サポーターズ）

読みきかせボランティアを養成
おはなし会での絵本の読みきかせ、工作、図
書館のイベントの手伝いなどの中・高校生に
よるボランティア活動

中学生
高校生

37 139
第２土曜日
第３日曜日

※読み聞かせボランティア
　ネットワーク事業

「広島市・ほんはともだちネットワーク」の
つどい 、講演会など

大人 4 283
6/6,7/13

11/11,2/15

※家庭読書アドバイザー
　養成講座

幼稚園や保育園、認定こども園等で、保護者
に向けて、乳幼児の読書の意義や楽しさにつ
いての話、本の紹介などの講演を行うボラン
ティアの養成

大人 5 71
11/1,11/9

11/16,1/11,
1/18

　　（２）その他の行事等

 行　　事　　名

資料展示

これはだあれ？（昆虫標本や動物の骨格標本を展示）

おはなし会(参加人数は別記）

ペンギンが図書館にやってくる！　　　　　　　　　　２０３人

ともはと号が行く！こんちゅう館でのおはなし会　　　４５３人　

こんちゅう～聞いてみよう、触ってみよう～　　　 　　 ３１人

子ども読書まつりスタンプラリー　　　　　　　　　　４６５人

窓をいきものでいっぱいにしよう　　　　　　　　　　３１８人

読書に関する質問に、読書相談員が対応　

図書館の仕事を一日体験　(小学校４・５・６年生、中高校生)　　　

おはなし会(参加人数は別記）

ブックルのほんだいすきクイズ　　　 　　 　　　 　 １３９人

おりがみでハロウィンのミニバッグをつくろう！　　　１１３人

いろいろな葉っぱと木の実を貼ろう！　　  　　　　　２４９人

おはなし会ミニスタンプラリー　　　     　　 　 　 　２１人

ぬりえ「秋の虫のぬりえをしよう！」　　　　　　　　１２３人

館内、広報紙「ブックルだより」にて実施

保存年限の切れた雑誌の市民への無償譲渡　

内　　　　　　　容 実　　施

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「だいすき！いきもの」を実施

4/22～5/14

一日図書館員
7/25、7/26、8/2、
8/8、8/22、8/23

3/18、3/21     　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　   ８回　  ４７人

　　　　　　　　　　 　   　　　　　　　　　３回　  ６３人

     　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　   １回　  ６０人

読書相談会
※広島市よい本をすすめる母の会

と共催

7/22

子ども読書まつり

毎　月
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　  １２回　 ３５８人

期限切れ雑誌提供
年３回

（5月･9月・1月）

ひろしま図書館まつり 10/21～11/9

ほん大好きクイズ
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　　（３）学校等との連携　

行　　事　　名

調べ学習支援

市立図書館の
活用法等の説明会

　　（４）その他施設との連携　

行　　事　　名

　　（５）展示

実施月 実施月

だいすき！いきもの 4～5月 11月

６月 12月

7～8月 １月

９月 ２月

10月 ３月

学校図書館支援講座

　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　４８回　　２，３４０人

実　施　日

かぞえてみよう

展　示  テ  ー  マ

宇宙のふしぎ

守ろう！みんなの地球

イヌ、大集合！

いつまでもともだち

どんな楽器がすき？ 楽しみなプレゼント

平和な世界へ

職場体験学習、イン
ターンシップの受入

保健センター
との連携

　家庭読書アドバイ
　ザー派遣事業

幼稚園・保育園・認定こども園等が実施する保護者参観で、家庭での読書
の意義や絵本の選び方を講演 随　時

３回講座
①　　「図書館員による楽しいブックトーク－５年以内に出版された
　　　　小・中学生向けオススメ図書の紹介－」
②・③「図書館員による、図書の修理講座」

図書館招待
保育園・幼稚園児、小学生、中学生を対象としたおはなし会と図書館案内

随　時

広島市立の小学校に、職員およびひろしまストリーテリングの会会員が昔
話の出前（ストーリーテリング）を実施昔話出前事業

　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　１２５回　　３，６９０人

内　　　　　　　容

　　　　　　　　 　　　 　　　　３４校　　１４９件　４，５８６人

臨時司書研修会
 図書の修理について実習を実施

学校図書館支援（学校図書館運営相談 １件、学校図書館講座開催 １件）

小学校教育研究会　図書館教育部会第２回定例会
 市立小学校の教員を対象に図書館事業及び支援事業の説明

からだのふしぎ

展  示  テ  ー  マ

随　時

・保健センターが実施するオープンスペース等での読み聞かせと絵本の紹
介・絵本の選び方についての話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９回　　　　９５８人

・広島市子ども未来局が実施する「こんにちは赤ちゃん事業」等で配布す
る乳幼児向け絵本リスト「おひざにだっこのえほん」の作成・配布

7/13、10/10、
2/1

随時

7/27

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　７件　　１６人

　　　　　　　 　　　 　　　　　　　  　　　　　　３回　　５４人

６～１２月

内　　　　　　　容 実　施　日

随　時
図書館の仕事を体験することにより、読書活動や図書館の利用を促進

図書館の利用方法や本の調べ方などを指導
「調べ学習」や「総合的な学習」に対する団体貸出の利用促進

随　時

　①12/14

　②2/7

　③2/8
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　ミニ展示

　　ピーターラビットとうさぎの本（４月～６月）

　　ピーターラビットの作者　ビクトリアス・ポターの本(４～６月）

　　税・お金に関する本（１１月）

　　夢を持って輝こう！青少年のための図書（１１月）

    クリスマスの絵本（１１月～１２月）

    障害を考える（１２月）

    追悼　上田　真而子さん（１２月～１月）

    浜田佳子さんの本（１２月～１月）

    追悼　森山　京さん（１月）

    追悼　アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィンさん（１月～２月）

企画展示

    頭骨標本、昆虫標本展示（４月～５月）

    熱い声援を送ろう！サンフレッチェ広島（６月～７月）

    バリアフリー図書及びポスター展示（１２月）

    応援しよう！サンフレッチェ広島（２月～３月）

    おめでとう！ズッコケ三人組４０周年（３月）

    ２０１８年プロ野球開幕　めざせ３連覇！広島東洋カープ（３月）

　１７　刊行物

　　　(１)　ブックルだより（偶数月発行）　　　　新刊本の紹介など　　

　　　(２)　よもう！あそぼう！！（６月発行）　　夏休みのおすすめ本を紹介（対象別）

　　　(３） おひざにだっこのえほん（３月発行）  ０・１・２歳向けのおすすめ本を紹介　　　

　　　(４)　どの本よもうかな（３月発行）　　　　３･４歳、５･６歳、小学校１・２、３・４、

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　５･６年生、中学生向けのおすすめ本を紹介　

　１８　広報活動

　　　　・ホームページ、広報ひろしま市民と市政、新聞等でＰＲ

　　　　・小学校、中学校、幼稚園、保育園、認定こども園、児童館、公民館等へのチラシ配布

    祝！クラブ創設２５周年　サンフレッチェ広島の四半世紀を振り返る（１０月～１１月）

　　英文学者・評論家・翻訳家　吉田新一さんの本（８月～９月）

    めざすは日本一！広島東洋カープ（９月～１１月）

　　記号・マークわかるかな？（８月～９月）

 　  ｢図書館を使った調べる学習コンクール｣入賞作品展（７月～9月）

　　ハロウィンの本（１０月～）

　　追悼　森本順子さん（９月～１０月）

　　子どものケータイ・スマホの利用に関する図書（１０月）

    国際アンデルセン賞作家賞受賞　角野栄子さんの本（３月）

　　佐々木マキさんの本（８月～１０月）

　　いただきまあす！～６月は食育月間です～（６月）

　　私たちの未来に向けて、今できること～６月は環境月間です～（６月）

　　スズキコージさんの本（８月）

　　ことば（８月～９月）

　　よもう！あそぼう！！にのっている本（７月～８月）

　　自由研究＆夏休みにおすすめの本（７月～８月）

　　追悼　ペーター・ヘルトリングさん（７月）

　　追悼　わかやまけんさん（８月～９月）

　　追悼　マイケル・ボンドさん（６月～７月）

　　絵本作家　林明子さんの本（７月～８月）

　　おばけの本（７月～８月）
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（別表）

行　事　名

【中区】　内容 講師 【こども】　内容 講師

(6/2)
おはなし会ってなあに？

小林　いづみ　氏
（安田女子大学非常勤講
師）

(6/13)
おはなし会ってなあに？

角田　寛子　氏
（えほんくらぶぐりとぐら
代表）

(6/9)
絵本を選んでみよう・
持ってみよう

小林　いづみ　氏
（安田女子大学非常勤講
師）

(6/20)
絵本を選んでみよう・
持ってみよう

角田　寛子　氏
（えほんくらぶぐりとぐら
代表）

(6/21)
子どもの世界に入るため
に―絵本・手遊び・わら
べうた―

菊野　秀樹　氏
（比治山大学短期大学部教
授）

(6/28)
子どもの世界に入るため
に―絵本・手遊び・わら
べうた―

菊野　秀樹　氏
（比治山大学短期大学部教
授）

(7/7)
絵本を読んでみよう
実習①

小林　いづみ　氏
（安田女子大学非常勤講
師）

(7/4)
絵本を読んでみよう
実習①

角田　寛子　氏
（えほんくらぶぐりとぐら
代表）

(7/14)
絵本を読んでみよう
実習②

小林　いづみ　氏
（安田女子大学非常勤講
師）

(7/11)
絵本を読んでみよう
実習②

角田　寛子　氏
（えほんくらぶぐりとぐら
代表）

（6/6）
おはなし会バラエティ

（11/11）
たかぎとしこさんとわらべうた　わらべうたの
謎とき～どきどき・わくわくさがし
Part3～

講師：広島市・ほんはともだちネットワー
　　　ク会員

 (12/6)
研修会「糧となる本を中心にしたプログラム作
りについて」

講師：角田　寛子　氏
　　　（えほんくらぶぐりとぐら代表）

講師：『ほんはともだち‘１６』編集委員

（2/15）
物語が生きる力を育てる―小学生への読書支援
を考える―

講師：脇　明子　氏
　　　（ノートルダム清心女子大学名誉教
　　　　授）

おはなし会
ボランティア
研修・交流会

 (10/13)
研修会「子育てにスマホ～乳幼児の発達にどう
影響するか～」

講師：笹川　進吾　氏
　　　（広島市電子メディア・インストラク
　　　　ター）

 (1/18）
講演会「こどもの心に寄りそって～私の絵本づ
くり～」

講師：浜田　桂子氏
　　　（絵本作家）

 (11/16）
幼稚園・保育園の本を取り巻く現状

講師：手塚　由美子　氏
　　　（フレーザー幼稚園　園長）
　　　山村　裕美氏
　　　（広島市立川内保育園　園長）

読み聞かせ
ボランティア
ネットワーク
事業

内　　　　　　　容

 (1/11） ※
人に伝わる話し方

講師：浜田 桂子　氏
　　　（絵本作家）

講師：清川　徹　氏
　　　（元・ＮＨＫアナウンサー）

 (11/1） ※
子どもと本をつなぐ意義

講師：菊野　秀樹　氏
　　　（比治山大学短期大学部　教授）

 (1/18） ※
講演会「こどもの心に寄りそって～私の絵本づ
くり～」

子どもと
本を結ぶ
ボランティア
養成講座
（初心者編）

家庭読書
アドバイザー
養成講座

※の回は、
子どもと
本を結ぶ
ボランティア
養成講座
（経験者編）
を兼ねて実施

 (11/9）
読書アドバイザー体験談

講師：大上　惠子　氏
　　　（こども図書館家庭読書
　　　　アドバイザー）

講師：高城　敏子　氏
　　　（詩音・わらべうたの会代表）

（7/13）
『ほんはともだち‘１６』を語ります！
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児童文化講演会「やっぱり、本が好き！」 

「絵本作家の塚本やすしさんと遊びまショー 

 ～絵本の読み聞かせ＆ライブペインティング～」 

ボランティアネットワーク事業  

脇明子氏講演会「物語が生きる力を育てる－小学生へ

の読書支援を考える－」 

多文化理解事業 

「えいごとにほんごのおはなしかい」 

児童文化講演会 吉田新一氏「絵本の愉しみ －アメリ

カ黄金期の絵本から ロバート・マックロスキーとヴァ

ージニア・リー・バートンを中心に－」 

 

手話のおはなし会 

 

平和のおはなし会 
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ライブラリー・サポーターズ 

「クリスマスのおはなし会」 

一日図書館員 中学生・高校生 

家庭読書アドバイザー養成講座・子どもと本を結ぶボ

ランティア養成講座（経験者編） 浜田桂子氏講演会

「こどもの心に寄りそって～私の絵本づくり～」 

展示 ９月～１１月 

「めざすは日本一！広島東洋カープ」 

展示 １０月～１１月 

「祝！クラブ創設２５周年 サンフレッ

チェ広島の四半世紀を振り返る」 

子ども読書まつり「ペンギンが図書館に

やってくる！」 
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○ 広島市こども図書館条例（昭和 28 年４月１日 条例第 19 号） 

 

  改正 昭和 40 年  ３月 31 日条例第 17 号      昭和 53 年７月 11 日条例第  42 号 

     昭和 54 年 12 月 21 日条例第 55 号        昭和 55 年３月 11 日条例第  40 号 

                            （この条例で題名改正） 

     平成  元年  ３月 30 日条例第  ９号     平成１７年 ７月 ８日条例第１３９号 

     平成 20 年  3 月 28 日条例第  4 号     平成 26 年 10 月 1 日条例第 53 号 

                                                     平成 27 年 3 月 13 日条例第 29 号                         

 広島市立広島児童図書館条例（昭和 24 年７月 30 日広島市条例第 34 号の２）の全部を次のように改正する。 

 （目的及び設置） 

第１条 児童及び生徒の教養の向上及び福祉の増進に資するため、広島市こども図書館（以下「こども図書館」という。）

を設置する。 

   （昭 55 条例 40・一部改正） 

 （位置） 

第２条 こども図書館は、広島市中区基町５番 83 号に置く。 

   （昭 55 条例 40・全改） 

 （事業） 

第３条 こども図書館は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 （１） 図書その他の教育参考資料の館内及び館外における閲覧又は利用 

 （２） 児童文化に関する資料その他参考資料の収集保存 

 （３） 児童及び生徒の読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の運営指導 

 （４） その他児童文化の向上に必要と認められる事項 

   （昭 55 条例 40・一部改正） 

 （入館の制限） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。 

（１） 伝染性の病気にかかつていると認められる者 

（２） 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者 

（３） 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者 

（４） その他管理上支障があると認められる者 

   （平 17 条例 139・全改） 

 （手数料） 

第５条 図書その他の教育参考資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数

料を納付しなければならない。 

２ 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。 

 （１） 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。 

 （２） その他市長が特別の理由があると認めるとき。 

３ 既納の手数料は、返還しない。 

１９ 条例・規則 
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   （平元条例９・追加、平 20 条例 4・一部改正、平 27 条例 29・一部改正） 

 （指定管理者による管理） 

第６条 こども図書館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

   （平 17 条例 139・追加） 

（指定管理者の指定の手続） 

第７条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他

教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

２ 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。 

（１） 児童及び生徒の平等なこども図書館の利用が確保されること。 

（２） 事業計画書の内容が、こども図書館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減でき

るものであること。 

（３） 事業計画書に沿ったこども図書館の管理を安定して行う能力を有していること。 

３ 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。 

（平 17 条例 139・追加） 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

第８条 指定管理者は、こども図書館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定

に従わなければならない。 

（平 17 条例 139・追加） 

 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第９条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１） こども図書館の事業の実施に関すること。 

（２） こども図書館への入館の制限に関すること。 

（３） こども図書館の建物及び設備の維持管理に関すること。 

（４） その他教育委員会が定める業務 

（平 17 条例 139・追加） 

（呼称） 

第１０条 教育委員会は、こども図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。 

2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したと

きも、同様とする。 

（平 26 条例 53・追加） 

（委任規定） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

     （平元条例９・旧第５条繰下、平 17 条例 139・旧第 6 条繰下、平 26 条例 53・旧第 10 条繰下） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 （昭和 40 年３月 31 日条例第 17 号） 

 この条例は、昭和 40 年４月１日から施行する。 



19 

   附 則 （昭和 53 年７月 11 日条例第 42 号） 

１ この条例は、昭和 53 年７月 15 日から施行する。 

２ 児童図書館は、この条例の施行の日から昭和 53 年９月 14 日までの間は、改正後の広島市児童図書館条例第２条の規

定にかかわらず、広島市立学校条例（昭和 39 年広島市条例第 19 号）別表第１に規定する広島市立吉島小学校内に置く

ものとする。 

    

附 則 （昭和 54 年 12 月 21 日条例第 55 号） 

 この条例は、昭和 55 年４月１日から施行する。 

   附 則 （昭和 55 年３月 11 日条例第 40 号） 

 この条例は、昭和 55 年５月１日から施行する。 

   附 則 （平成元年３月 30 日条例第９号 抄） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。ただし、第 27 条中広島市火葬場条例別表霊
きゅう

柩 自動車の使用料の

項の改正規定は中国運輸局長の認可があった日から起算して１か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第

30 条、第 31 条、第 34 条及び第 36 条の規定は同年５月１日から施行する。 

附 則 （平成 17 年７月 8 日条例第 139 号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第６条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

   附 則 （平成 20 年 3 月 28 日条例第 4 号） 

 この条例は、平成 20 年 4 月１日から施行する。 

   附 則 （平成 26 年 10 月 1 日条例第 53 号） 

 この条例は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 

  附 則 （平成 27 年 3 月 13 日条例第 29 号） 

 この条例は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 

 

別表（第 5 条関係） 

（平 27 条例 29・追加） 

区分 単位 手数料の額 

カラー複写による写しの交付 用紙 1 枚につき 20 円（用紙の両面を用いるときは、40 円） 

その他の写しの交付 用紙 1 枚につき 10 円（用紙の両面を用いるときは、20 円） 

備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。 

 

〔参 考〕 

 （図書館法） 

第 10 条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。（昭

31 年法 163） 
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○広島市こども図書館条例施行規則（昭和 28 年４月 20 日 教育委員会規則第５号） 

 

  改正 昭和 48 年４月 28 日教委規則第 ８号   昭和 55 年３月 27 日教委規則第 12 号 

                          （この規則で題名改正） 

     昭和 57 年６月 21 日教委規則第 15 号   平成  元年４月 11 日教委規則第 ８号 

                           平成 14 年 3 月 12 日教委規則第 2 号       平成 17 年８月 18 日教委規則第 17 号 

（この規則で題名改正） 

平成 18 年 6 月 30 日教委規則第 10 号   平成 20 年 11 月 27 日教委規則第 16 号 

平成 22 年 3 月 26 日教委規則第 2 号     平成 25 年 7 月 31 日教委規則第 12 号 

平成 27 年 3 月 26 日教委規則第 10 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、広島市こども図書館条例(昭和 28 年広島市条例第 19 号。以下「条例」という。)の施行について必

要な事項を定めるものとする。 

   （平 17 教委規則 17・全改） 

 （休館日及び開館時間） 

第２条 広島市こども図書館（以下「こども図書館」という。）の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、

都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。 

（１） 休館日 

   ア 月曜日（その日が８月６日に当たるときは、その日を除く。）。ただし、月曜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（以下「休日」という。）に当たるときは、その直後の休日でない

日 

   イ 休日の翌日。ただし、その日が土曜日､日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休日でない日 

ウ 12 月 29 日から翌年の１月４日まで（ただし、1 月 4 日が月曜日に当たるときは、1 月 5 日まで） 

    エ 図書整理日 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜

日（当該金曜日が休日に当たるときは、その前日） 

    オ 特別整理期間 ４月１日から翌年の３月 31 日までの間において７日以内 

（２） 開館時間 

    午前９時から午後５時まで 

２ 条例第６条の規定によりこども図書館の管理を同条の指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせる場合

においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に

規定する開館時間を延長することができる。 

  （平 17 教委規則 17・全改、平２２教委規則２・一部改正） 

 （閲覧又は利用の場所） 

第３条 図書その他の教育参考資料（以下「図書等」という。）の館内における閲覧又は利用は、所定の場所でしなけれ

ばならない。 

２ 図書等の館外における閲覧又は利用については、別に館長の定めるところによる。 

   （平 17 教委規則 17・旧第 5 条繰上） 

 （弁償義務） 

第４条 こども図書館が管理する図書等を正当な理由なく亡失又はき損した場合は、現物をもつてこれを弁償しなければ
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ならない。 

２ 前項の場合において、現物をもつて弁償し難いときは、館長の指示する方法によることができる。 

   （昭 55 教委規則 12・一部改正、平 17 教委規則 17・旧第 6 条繰上） 

 （図書等の寄贈又は寄託） 

第５条 こども図書館は、図書等の寄贈又は寄託を受けることができる。 

２ 寄託を受けた図書等は、天災その他やむを得ない事故により亡失又はき損することがあつても、こども図書館は、そ

の責めを負わない。 

   （昭 55 教委規則 12・一部改正、平 17 教委規則 17・旧第 7 条繰上） 

（指定管理者の指定に係る申請書の提出等） 

第６条 条例第７条第１項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。 

２ 条例第７条第１項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

（１） 収支予算書 

（２） 定款その他これに準ずるもの 

（３） 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書 

（４） 決算その他の経営状況に関する書類 

（５） その他教育委員会が必要と認める書類 

（平１7 教委規則１7・追加、平 20 教委規則 16・平 25 教委規則 12・一部改正） 

（用紙の規格） 

第 7 条 条例別表備考の用紙の規格は、日本工業規格の A 列 3 番、A 列 4 番、B 列 4 番又は B 列 5 番とする。 

（平 27 教委規則 10・追加） 

 （委任規定） 

第 8 条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。 

（平 17 教委規則 17・旧第 8 条繰上、平１８教委規則１０・一部改正、平 27 教委規則 10・旧第 7 条繰下） 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和 28 年４月１日から適用する。 

   附 則 （昭和 48 年４月 28 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 （昭和 55 年３月 27 日教委規則第 12 号） 

 この規則は、昭和 55 年５月１日から施行する。 

   附 則  昭和 57 年６月 21 日教委規則第 15 号 

        平成 元年４月 11 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 14 年 3 月 12 日教委規則第 2 号） 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 17 年８月 18 日教委規則第 17 号） 

 この規則は、平成１8 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 1８年６月３０日教委規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成 1８年 4 月１日から適用する。 

附 則 （平成 20 年 11 月 27 日教委規則第 16 号） 
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 この規則は、平成 20 年 12 月１日から施行する。 

附 則 （平成２２年２月２６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。 

附 則 （平成２5 年 7 月 31 日教委規則第 1２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成 27 年 3 月 26 日教委規則第 10 号） 

 この規則は、平成２7 年４月１日から施行する。 
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