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【１】沿   革 
 

年 月 日 事   項 

明治22年 ９月９日 石岡書籍館（私立）として石岡尋常高等小学校内に創設された 

大正12年 ５月 町立石岡図書館となる 

昭和23年 ５月３日 石岡町立図書館は石岡小学校の校舎から母子寮（現在の石岡小学校正門

付近）の一室に移る 

昭和27年  役場に移転 

昭和29年 ２月 市制施行と共に石岡市公民館が建設され公民館の一室に石岡市立図書

館と改称移転した 

昭和30年  職員が兼務で配置された 

昭和34年 ２月27日 石岡市教育委員会が市立図書館規則を制定 

昭和35年 12月 専任司書が配置された 

昭和38年 ８月 市立図書館巡回文庫発足 

昭和41年 10月 市民会館建設に伴い石岡小学校の３教室（明治43年建設の老朽校舎五号

館）を改造し移転した 

昭和46年 １月 専任館長配置 

昭和51年 ３月 市総合計画において図書館建設が計画された 

昭和55年 ３月15日 市制25周年を機に現在の図書館が建設された 

 ４月17日 新館オープン 

昭和60年 １月23日 コンピュータ・オンライン業務開始 

昭和61年 ５月 ファクシミリ・サービス開始 

平成元年 11月４日 創立百周年を迎え記念事業が行われた 

平成７年 10月１日 新図書館情報管理システム稼動 

平成13年 10月１日 インターネットによる所蔵情報サービス開始 

平成15年 ８月１日 利用者用インターネット検索端末サービス開始 

平成17年 10月１日 八郷町との合併により石岡市立中央図書館となる 

平成18年 ７月１日 中央公民館図書室へ図書館システム導入・中央図書館とオンライン化 

平成19年 10月１日 新図書館情報管理システムへ更新 

平成25年 ４月２日 ブックスタート開始 

 10月１日 新図書館情報管理システムへ更新 

平成26年 10月 児童室リニューアル 

平成27年 

 

４月１日 

７月１日 

図書館長を民間から登用   雑誌スポンサー制度開始 

開館時間を午後７時まで延長（平日のみ） 

平成28年 ４月１日 石岡市，行方市，小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関

する協定により利用対象拡大 

平成29年 ４月１日 こども図書館本の森オープン  図書館文化アドバイザーを配置 

タブレットの貸出開始（こども図書館本の森館内） 

平成30年 ４月１日 書誌情報をＮＳ－ＭＡＲＣからＴＲＣ－ＭＡＲＣへ変更 

 ７月３日 石岡市無料公衆無線ＬＡＮサービスの運用を開始。 

 

 

 

 

 



【２】施 設 の 概 要 
 

・所 在 地  茨城県石岡市若宮一丁目６番３１号（〒３１５－００１７） 

       TEL ０２９９（２４）１５０７ 

       FAX ０２９９（２４）１５０８ 

       HPアドレス： http://lib.city.ishioka.lg.jp/ 

       Eメールアドレス： toshokan@city.ishioka.lg.jp 

・構    造  鉄筋コンクリート ３階建 

・敷地面積  １，１３３．９５㎡ 

・建築面積  ６５８㎡ 

・延床面積  １，５２１㎡（１階 ６００㎡ ２階 ４４４㎡ ３階４７７㎡） 

・竣    工  昭和５５年３月３１日 

・総 工 費  ２９１，８５０，０００円 

       本体工事  ２５３，０００，０００円 

       電気工事   ３２，９００，０００円 

       駐車場工事   ５，９５０，０００円 

・開 館 日  昭和５５年４月１７日 

 

 

［こども図書館本の森］ 

・所 在 地  茨城県石岡市若宮一丁目６番３１号（〒３１５－００１７） 

・構  造  鉄骨造（プレース構造） 

・建築面積  ２６２．０１㎡ 

・延床面積  ２５６．４４㎡ 

・開 館 日  平成２９年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】施設の配置図 

※別の PDFファイルに付します。 

 



【４】利 用 案 内 

開館時間及び休館日 

 ・開館時間  火曜日～金曜日（中央図書館）午前９時～午後７時 

               （こども図書館本の森）午前９時～午後５時 

        土曜日，日曜日 午前９時～午後５時（ただし，夏休み期間中は午後7時） 

 

 ・休 館 日  毎週月曜日（月曜日が祝日の場合その翌日も），祝日 

          毎月最終木曜日（図書資料整理）（4,8,9,12月を除く），年末年始，特別整理期間 

 

（１）利用の手引き 

  ●利用できる方 

・石岡市に住んでいる方，および石岡市に通勤や通学している方 

・広域利用協定の市町村（小美玉市・茨城町・行方市）に住んでいる方 

・土浦市・笠間市・かすみがうら市住んでいる方。 

   ※ただし，石岡市および広域利用協定の市町村在住以外の方は一部利用制限あり。 

 

  ●はじめて図書を借りるとき 

「図書館利用カード」が必要。作成の時は，「図書館利用カード交付申請書」を記入し，住所

等確認できるもの（運転免許証・保険証・学生証など）を提示する。 

 

  ●借りられる冊数・期間 

   個人貸出・図書   ８冊以内  １４日以内 

       ・紙芝居  ２冊以内  １４日以内 

       ・雑誌   ２冊以内   ７日以内（最新号を除く） 

       ・ＣＤ，ＤＶＤ あわせて２点以内 １４日以内 

        （市内および広域利用協定市町村在住の１６歳以上の方） 

   団体貸出・対象 市内の社会教育関係団体，官公署，福祉施設，事業所， 

学校，認定こども園，保育園（所） 

       ・図書   ２００冊以内 １ヶ月以内 

       ・紙芝居   １０冊以内 １ヶ月以内 

       ・ＣＤ     ４点以内 ２週間以内 

 

  ●本の予約・リクエストサービス 

読みたい本が貸し出し中の時は，予約サービスをご利用ください。所蔵していない場合は，

他館から借用したり(相互貸借)，新規購入（リクエスト）が可能です。 

 

  ●レファレンスサービス 

   必要な資料や情報を見つけるお手伝いをいたします。 

 

  ●コピーサービス 

   図書館資料に限り，著作権法の範囲内でコピーサービス（有料）を実施しています。 

 

  ●インターネットサービス 

図書館のホームページで所蔵している図書館資料の検索ができます。 

調査研究に役立つ情報を入手するためのツールとして,２階には利用者用インターネット

端末を設置，こども図書館本の森にはタブレット型端末を設置し館内貸出を実施。 



（２）図書館の催し 

   図書館では，資料の提供の他に下記の催しを実施しています。 

 

  ●おはなし玉手箱 

職員による読み聞かせ，紙芝居，パネルシアターなど 

   ・毎月第１土曜日 午前１０：３０～（約３０分） 

 

  ●おはなしフレンズ 

ボランティア「フレンズやさと」による読み聞かせ，紙芝居，パネルシアターなど 

   ・毎月第２土曜日 午後２：３０～（約３０分） 

    ＊会場・・・中央公民館  

 

  ●おはなし会 

ボランティア「おはなしグループ むかしむかし」による読み聞かせ，紙芝居，パネルシア

ターなど 

   ・毎月第３土曜日 午前１０：３０～（約３０分） 

 

  ●ひよこのおはなしかい 

ボランティア「おはなしグループ なかよし」による読み聞かせ，紙芝居，あそびなど 

   ・毎月第２木曜日 午前１０：３０～（約３０分） 

 

  ●講座・講演会 

図書館文化アドバイザーの協力を得ながら，専門分野で活躍されている講師をお招きし，「講

座」や「講演会」などを実施しています。 

 

  ●リサイクル事業 

除籍図書や，提供本などを有効活用するため「本のリサイクルフェア」を実施しています。 

 

※詳細については，その都度広報誌・ホームページ・掲示等でお知らせいたします。 

 

（３）図書館分室のご案内 

  ●【中央公民館図書室】 

    石岡市柿岡５６８０－１   ℡ ０２９９－４３－６２６２ 

    開館日時：火・水・木・金・土・日曜日  午前９時～午後５時まで 

 

  ●【東地区公民館図書室】 

    石岡市東石岡４－６－２４  ℡ ０２９９－２６－６５０３ 

    開館日時：水・木・金・土・日曜日  午後１時～午後５時まで 

 

  ●【城南地区公民館図書室】 

    石岡市三村７１０９     ℡ ０２９９－２６－３３４１ 

    開館日時：水・木・金・土・日曜日  午後１時～午後５時まで 

 

 

 
 

 



【５】主 催 事 業 

平成 30年度実施事業    

事 業 名 開 催 月 対象者 参加人数 

おはなし玉手箱 毎月 幼児・児童 ２２９人 

おはなしフレンズ 毎月 幼児・児童 ５３人 

定例おはなし会 毎月 幼児・児童 ２３２人 

ひよこのおはなしかい 毎月 乳幼児・保護者 ２０１人 

ブックスタート 毎月 ４か月児・保護者 ４８５人 

としょかんこどもフェスティバル ４月 幼児・児童 １０３人 

ビブリオバトル 
５月～１０月，

２・３月 
中学生以上 ５１人 

短歌講座 ６月 一般 ３６人 

本となかよしになろう ６月・７月 市内幼稚園児・保育園児 
４４７人 

（１６ヶ所） 

歴史講座 ７月 一般 ７９人 

おもしろ理科実験 ８月 児童 ２４人 

ワークショップ ８月 幼児・児童 ５１人 

人形劇 ８月 幼児・児童 ８０人 

わおんかいのおはなしかい ９月 幼児・児童 ３０人 

巡回おはなし会 １０・１１月 市内幼稚園児・保育園児 
１,８１５人 

(２４ヶ所) 

文化講座 １１月 一般 ４３人 

魔女おばさんのおはなし会 １１月 幼児・児童 ３１人 

読書のよろこび １２月 一般 ６１人 

おたのしみえいがかい １月 幼児・児童・保護者 １６７人 

としょかんクイズラリー ３月 小学生 ５４人 

  ※合計４，２７２人・延べ４０団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和元年度実施予定事業   

事 業 名 開 催 月 対象者 

おはなし玉手箱 毎月 幼児・児童 

ひよこのおはなしかい 毎月 乳幼児・保護者 

おはなしフレンズ 毎月 幼児・児童 

定例おはなし会 毎月 幼児・児童 

ブックスタート 毎月 ４か月児・保護者 

としょかんこどもフェスティバル ４月 幼児・児童 

ビブリオバトル（10月・12月を除く） ６～３月 小学生～一般 

本となかよしになろう ６・７月 幼児 

藤井青銅トークショー ７月 一般 

おもしろ理科実験 ８月 小学５・６年生 

歴史講座 ９月・１月 一般 

おたのしみ映画会 １０月 幼児・児童 

魔女おばさんのおはなし会 １０月 幼児・児童 

直木賞作家北村薫対談 １２月 一般 

巡回おはなし会 １０・１１月 幼児 

創立１３０周年記念セレモニー 

第１部 記念式典・表彰 

第２部 ミニ対談・出久根達郎講演 

１１月 一般 

石田千講演 １１月 一般 

リサイクルフェア 
１１月・１２

月 
一般 

東直子・穂村弘対談 １２月 一般 

人形劇 １月 幼児・児童 

俳句講座 ２月 一般 

 

 

 

 

 

 

 

【６】石岡市立中央図書館協議会 

【７】図書館利用社会教育団体 

 ※【６】，【７】は別PDFファイルに付します。 



【８】基本方針及び運営目標 
 

基本方針 

 図書館資料の充実を図り，市民の生涯学習を推進するために，資料や情報の提供を中心に，地域

住民の実情に即したきめ細やかな奉仕活動を展開します。 

 利用者の知る権利を尊重し，個人情報を保護しながら，親しみの持てる図書館として，市民生活

の向上と郷土の文化発展に寄与します。 

 

運営目標 

 １ 市民の学習・調査・研究・レクリエーション等に役立つ資料の収集・整備に努めます。 

 

２ 幼児・児童・青少年に対する奉仕に重点を置き，良書の選定，提供をいたします。 

 

３ こども図書館本の森と公民館図書室機能の整備を進め，地域住民へのサービス向上に努めま

す。 

 

 ４ 図書館間の情報ネットワークを活用し，専門書・稀少書等の資料の要求や，市民の読書意欲

に応えられるように努めると同時に，図書館ホームページの創意工夫を図りながら，新鮮な

情報を速やかに発信します。 

 

 ５ 講演会・講座など，市民が気軽に参加できる行事を積極的に開催し，親しみの持たれる図書

館づくりを進めます。 

 

 
 


