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福 井 市 下 馬 町 ５ １ － １ １  

福井県図書館協会報 Ｎｏ.４３      福井県立図書館内 福井県図書館協会発行 

お 泉 水 
２０１３年３月  

 

電子情報セミナー ｉｎ 関西学院２０１２～電子ブッ

ク、電子ジャーナルの“今”を知る～ 

５月２１日（月）、関西学院大学において、電子資料をテーマ

に出版社の電子部門担当者を講師としたセミナーが開催された。 

講演「電子時代の新しい図書館戦略：予算可視化による電子

ブックの活用」（ProQuest社）では、全電子ブック商品のデータ

をOPAC に載せ、利用者が利用した本の分だけ料金が発生する

システムなど、電子資料独自の購入モデルが説明された。この

ようなシステムは欧米大学図書館では広く利用されており、こ

れから日本向けの事業を展開予定とのことだった。 

講演｢電子ジャーナルの最新動向とバックファイル｣（紀伊國

屋書店）では、電子ジャーナルのオープンアクセス化とバック

ナンバー補完のための電子バックファイルについて説明があっ

た。著者が掲載料を払い、購読者の負担がないオープンアクセ

スジャーナルの創刊が、欧米出版社を中心に増えているとのこ

とだった。 

外国語資料の話が中心だったが、日本の大学図書館でも電子

化による館内空間の新しい活用事例をよく耳にする。電子化に

よる資料の新しい活用、それに伴う新たな図書館サービスの在

り方について実践的に考えるために、とても有益なセミナーだ

った。          （仁愛大学附属図書館 為沢 ふみ） 

 

平成２４年度図書館等職員著作権実務講習会 

 

９月５日（水）から７日（金）までの３日間、文化庁による上

記講習会が京都大学を会場に開催された。 

この講習会では、著作権法の目的や著作物の定義、制度の沿革

といった著作権法の概要から、図書館実務に著作権法がどのよう

に関わってくるかといった実務的な面までの説明が行われた。ま

た、違法ダウンロードの刑事罰化など、直近の法改正の概要につ

いても触れられた。 

特に図書館のコピーサービスに関する著作権上の規程に関し

ては、相談の多い事例などを交えて詳しく説明されており、日頃

の業務と直結する内容ということもあって大変興味深く受講し

た。質疑応答でもコピーサービス関連の質問が多く、他の図書館

でも関心の高い問題なのだと感じられた。 

インターネットの普及など、著作物を取り巻く状況の変化とと

もに、著作権法も変化していっている。複雑に感じることも多い

が、図書館職員として、著作権法を理解し、それをどうサービス

の中に反映していくか、お客様にルールを守って気持ちよく利用

していただくにはどのようにすればいいか、しっかり考えていか

なければいけないと感じた講習だった。 

（福井県立図書館 酒井 瑠美） 

 

平成２４年度第１８回近畿学校図書館夏季セミナー 

（大阪大会） 

８月２日（木）・３日（金）、大阪市立文化センターをメイン会

場に、上記セミナーが開催された。全体会では絵本作家、さいと

うしのぶ氏による記念講演を聴講し、分科会では学校図書館をめ

ぐる様々な課題に向けての対応、読書活動推進のための具体的実

践発表を聞き、参加者同士の情報交換もなされた。発表の中で、

市全体の取り組みとして、年度ごとに一冊の本を決めて小学校と、

地域が一斉に読書会や研究授業を実施し続けている事例が紹介

された。子供たちが、教科書以外に共通の本を持っていることは

素晴らしいと思う。その本の選書は図書館が担っている。 

今回私は、講師（提案者）の一人として参加する機会を得、学

校ボランティア・司書教諭・図書館司書が、子どもと本をつなぐ

ためにどのように連携を図っているか、それぞれの立場で３人が

発表をした。年度初めに、学校作成の図書館活用学習重点単元表

を元に図書館側から本の提供をしていることも注目していただ

けた。 

 ４つの分科会に参加して、公立図書館としての関わりの可能性

を感じた。今後、学校やボランティアからの働きがけに応えるだ

けではなく、公立図書館としてのアクションを考えていきたい。 

 （越前市今立図書館 浅井 順子） 

 

  平成２４年度 東海北陸地区公共図書館研究集会  

図書館をデザインする―建築・館内環境を考える 

１１月２１日（水）、２２日（木）富山県立図書館において開

催された研修会に参加した。 

中井孝幸氏による講演「利用者が求める『場』としての図書館」

では、利用圏域と図書館利用の関係や複数館利用、利用者層別に

よる図書館利用、また図書館内における利用者の座席占有率や館

内移動の流れにみる館内の居場所について等の細かな現地調査

結果等をもとにお話しいただいた。自館の状況を照らし合わせる

と、館内での居場所や利用者の流れ、また当センターの各コーナ

ーの配置状況に見られる問題点が調査結果と符合し、非常に興味

深い内容であった。 

事例発表と富山県情勢報告では金沢市４館目として新規サービ

ス展開を行う金沢海みらい、市街地活性化を目指し既存施設跡を

図書館に転用した南砺市立中央、市街地施設跡地を利用し建設計

画中の岐阜市立、朝日町立中央、助成金を有効活用し複合施設の

中に新館を設置した立山町立立山の各館から報告があった。最後

に行われた研究討議でも、活発な意見交換や質疑応答が行われた。 

限られた財源や市街地活性化といったどの自治体も抱えてい

る課題と図書館サービスについて学ぶよい機会となった。 

（福井県立若狭図書学習センター 山本 和之） 
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所  在  地 三方郡美浜町郷市２９－３ 

竣工年月日  平成２４年１１月１日 

延 床 面 積  ７３７㎡（図書館使用部分） 

書架総延長  １，６６０ｍ 

図書収容能力 ８０，０００冊 

開館年月日  平成２４年１１月３日 

 

   
 

鯖江市図書館は、平成２４年１０月に図書館情報システムの

更新を行い、県内図書館で初めて、ネットワーク経由で情報処

理を行う「クラウド方式」を採用した。 

クラウド方式の図書館情報システムは、利用者情報や書誌情

報などのデータを図書館内に置かず、委託業者のデータセンタ

ーで一括管理するため、災害などによる情報破損やウィルス感 

染などの危険性が軽減される利点があるほか、共通のサーバー 

を複数の図書館で共有するため、設備投資に係る経費が抑えら 

れる側面もあるといわれている。 

 

 

 

 

 

平成２４年１１月、美浜町庁舎西側に図書館･ホール･公民館の機

能を有する｢美浜町生涯学習センターなびあす｣がオープンした。 

図書館スペースの特長は、やさしい光と木のぬくもりが感じ

られる居心地のよさである。ゆとりあるブラウジングコーナー、

個席を多く配置した閲覧席など、ゆったりとした時間を過ごせ

るよう滞在型の図書館を実現している。 

 ｢暮らしの中に図書館を｣をコンセプトに、生涯学習の拠点と

して利用いただけるよう、生活に密着した情報提供、多種多様

なニーズに対応できる図書館環境づくりを目指した。一般書に

ついては、生活に密着度の高い分野の図書を入り口付近に排架

し、ブラウジングコーナー・インターネット検索コーナーと合

わせて、｢暮らしの情報コーナー｣としている。 

 システムに関しては、これまで古いシステムを使用していた

ため、県の横断検索に加入できなかったり、インターネットか

ら簡易な蔵書検索しかできなかったり、不便な面が多かった。

この度、新館オープンに際し、クラウド型図書館情報管理シス

テムを導入し、蔵書管理環境も整備した。 

本と人とを結びつける図書館行事・企画展示にも積極的に取

り組み、多くの利用者の方に親しまれる図書館となれるよう努

めていきたい。 

 

 

 

新システムの導入で、鯖江市図書館では、以下のようなサー

ビスが可能となった。 

・携帯電話からも本の予約ができる 

・インターネットや携帯電話から現在借りている本や予約して

いる本の確認ができる 

・インターネットや携帯電話から借りたい本の貸出状況や予約

状況をリアルタイムで確認できる 

・住基カードを貸出カードとして使用できる 

市民の方に、より

便利に図書館をご利

用いただけるよう、

これらの新しい機能

を、積極的に周知し

ていきたいと考えて

いる。 

  

 

 

 

 

 

 

（システム構成図） 

新館オープンについて（美浜町立図書館） 

 

 

図書館情報システムで県内初のクラウド方式導入（鯖江市図書館） 
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福井県図書館協会 

６月１４日 平成２４年度総会 

９月２１日 

福井県図書館関係職員研修会（第１回） 

〔兼・福井県公共図書館職員実務講座（第２回）〕 

 テーマ「公共図書館と学校図書館の連携は何を実現

する か？」（講義・演習） 

 講 師：岩崎 れい 氏（京都ノートルダム女子大学

人間文化学部教授） 

１０月２８日 

福井県読書グループ・セミナー（共催事業） 

 全国優良読書グループ表彰状伝達 

   和田たんぽぽ読書会 (福井市) 

 事例報告：「高校生の読書会への取り組み～『合同

読書会』、『どくしょ甲子園』を体験して～」 

発表校 科学技術高等学校・仁愛女子高等学校 

 講演会：「スキルとしての読書～読書感想文のため

のワークショップを試みて～」 

 講 師：張籠 二三枝 氏（福井県作家協会会員） 

１２月１４日 

福井県図書館関係職員研修会（第２回） 

〔兼・北陸地区図書館職員研修会〕 

 テーマ「利用者の情報活用能力の育成と図書館利用

教育－Webページなどの活用を通じて－」 

 講 師：金沢 みどり 氏（東洋英和女学院大学人間

科学部教授） 

１月 
平成２５年度子どもの読書活動優秀実践図書館・ 

団体(者) 文部科学大臣表彰候補者選考 

 ２月 ２７日 

福井県図書館関係職員研修会（第３回） 

テーマ「ストーリーテリング－ことばの力を育むため

に」（講義）、「ストーリーテリングの実際」（演習） 

 講 師：松本 なお子 氏（大学非常勤講師 元浜松

市立中央図書館長） 

３月 協会報「お泉水」No.４３発行 

 

福井県学校図書館協議会 

 ５月１０日 第１回福井県学校図書館協議会理事会 

 ６月１３日 第１回福井県学校図書館協議会推進委員会 

 ６月１８日 全国学校図書館協議会第１回総会 

 ６月３０日 ＳＬＢＡ２０１２年度第１期申込締切 

７月 ５日 第２回福井県学校図書館協議会理事会 

８月 ２日～ 

    ３日 
第１８回近畿学校図書館夏季セミナー（大阪大会） 

８月 ８日～ 

    ９日 

第３８回全国学校図書館研究大会（鳥取・米子 

大会） 

１０月３１日 ＳＬＢＡ２０１２年度第２期申込締切 

 ２月 ７日～ 

    ８日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第３８回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月１３日 第３回福井県学校図書館協議会理事会 

 ２月１８日 ＳＬＢＡ２０１２年度第３期申込締切 

 ３月１８日 『福井県の学校図書館 第５８号』発刊 

 ４月～ ９月 
第３８回福井県小学生読書感想文コンクール 

（福井新聞社主催） 

 ６月～１０月 
第５８回青少年読書感想文全国コンクール 

（全国ＳＬＡ・毎日新聞社主催） 

 ９月～ １月 
第２４回読書感想画中央コンクール 

(全国ＳＬＡ・毎日新聞社主催) 

      （福井県学校図書館協議会事務局 番匠 博司） 

 
 

各図書館の主な動き 

４月 

ホームページ「きっずページ」新設 

福井県立図書
館 

「かがくえほんの会」を奇数月の第１土
曜日に新規開催 

貸出・返却カウンター業務委託開始 

４月 複写料金変更（モノクロ２０円→１０円） 福井市立全館 

４月 
日本文学、外国文学、郷土資料等排架
場所の変更 

勝山市立図書
館 

４月 
絵本や児童書のセット「本の福袋」の貸
出を４館合同で実施 

坂井市立図書
館 

４月２３日 
子どもの読書活動優秀実践図書館 文
部科学大臣表彰受賞 

永平寺町立図
書館 

５月１５日～ 
図書館協議会において寄贈資料受入基
準等検討開始 

池田町立図書
館 

６月 「司書のおすすめ本」特集の開始 

福井県立図書
館 ６月～ 

２０１４年度中に整備予定の「福井ふるさ
と文学館」（仮称）の基本計画策定委員会
に事務局として参加 

６～７月 トイレ改修工事の実施 
勝山市立図書
館 

６～１０月 開館２０周年記念事業の実施 福井市立みどり
図書館 ７月 駐車場の身障者スペース増設 

９月 

郵送による利用カードの登録申込みサ
ービス開始 福井県立図書

館 子ども室内「おひざでだっこのコーナ
ー」「むかしばなしコーナー」の設置 

９月 エレベーター機器入れ替え、書架増設 福井市立図書館 

１０月 １日 図書館情報システムの更新 鯖江市図書館 

１０月 
「おひざでだっこの会」を毎月開催に拡
大、育児講座の新規開催 

福井県立図書
館 

１０～１１月 
県内図書館マナーアップ・キャンペー
ンの実施 

県内公共図書
館 

１１月 来館者１００万人達成セレモニー実施 
仁愛大学附属
図書館 

１１～平成
２５年３月 

図書館・文書館開館１０周年記念事業
の実施 

福井県立図書
館 

１１月 ３日 

図書館を含む生涯学習センター(愛称
「なびあす」)の開館 美浜町立図書

館 「福井県内図書館総合目録（横断検
索）」に参入 

平成２５年
１月 

敦賀短期大学が平成２４年度をもって
閉学になることに伴う閉館 

敦賀短期大学
図書館 

３月 図書館情報システムの更新 高浜町中央図書館 
 
 

平成２５年度研究集会および研修会（予定） 

名  称 開催地 期  間 

全国図書館大会 福岡県 
平成２５年１１月２１日 

～２２日 

全国公共図書館研究集会 

サービス部門、総合・経営部門 
山形県 

平成２５年１０月２４日 

   ～２５日 

全国公共図書館研究集会 

児童・青少年部門 
開催なし 

東海北陸地区 

図書館地区別研修 
三重県 未  定 

東海北陸地区 

公共図書館研究集会 
福井県 未  定 

日本図書館協会 

地方講習会 
富山県 未  定 

≪県内図書館界の動き≫ 
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≪ 平成２４年度県外研修参加状況 ≫ 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 

電子情報セミナーｉｎ関西学院２０１２～電子ブック、電子ジャー

ナルの“今”を知る～ 
５/２１ 兵庫県 仁愛大学附属図書館 

図書館司書専門講座 ６/１８～２９ 東京都 福井市立桜木図書館 

第３２回児童図書館員養成専門講座 
６/２５～６/３０ 

９/２４～１０/３ 
東京都 福井市立清水図書館 

大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修「初任者研修」 ６/２８～２９ 大阪府 仁愛大学附属図書館 

２０１２年度私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会第

１回研究会 
７/ ６ 京都府 仁愛大学附属図書館 

大学との共催による「教育著作権セミナー」 ７/２５ 石川県 仁愛大学附属図書館 

第１８回近畿学校図書館夏季セミナー ８/２～３ 大阪府 
福井県学校図書館協議会 

越前市今立図書館 

第３７回全国学校図書館研究大会 ８/８～１０ 鳥取県 福井県学校図書館協議会 

学術ポータル担当者研修 ８/２２～２４ 東京都 福井大学附属図書館 

機関リポジトリ新任担当者研修 ８/２３～２４ 茨城県 仁愛大学附属図書館 

高等専門学校及び技術科学大学図書館情報シンポジウム ８/３０ 東京都 福井工業高等専門学校図書館 

第７３回私立大学図書館協会研究大会 ８/３１ 東京都 福井工業大学図書館 

図書館等職員著作権実務講習会 ９/５～７ 京都府 福井県立図書館 

私立大学図書館協会２０１２年度西地区部会研究会 ９/１４ 
鹿児島

県 
福井工業大学図書館 

国立国会図書館関西館データベースフォーラム ９/１９ 京都府 福井工業大学図書館 

日本図書館協会地方講習会 １０/１２ 愛知県 若狭図書学習センター 

２０１２年度中堅職員ステップアップ研修１ 
１０/１４～１６ 

１１/１１～１３ 
東京都 福井市立桜木図書館 

学術情報リテラシー教育担当者研修 １０/２４～２６ 大阪府 福井大学附属図書館 

全国図書館大会 １０/２５～２６ 島根県 

福井県立図書館 

福井工業高等専門学校図書館 

坂井市立丸岡図書館 

国立国会図書館国際子ども図書館児童文学連続講座 １１/ ４～６ 東京都 福井市立桜木図書館 

全国公共図書館研究集会 サービス部門 総合・経営部門 
１１/ ７～８ 

滋賀県 

福井県立図書館 

若狭図書学習センター 

福井市立図書館 

福井市立桜木図書館 

池田町立図書館 

１１/ ８ 美浜町立図書館 

第１４回図書館総合展フォーラム １１/２１～２２ 
神奈川

県 
福井工業大学図書館 

東海北陸地区公共図書館研究集会 １１/２１～２２ 富山県 

福井県立図書館 

若狭図書学習センター 

福井市立桜木図書館 

大野市図書館 

おおい町立大飯図書館 

全国公共図書館児童・青少年部門研究集会 １１/２９～３０ 広島県 

福井県立図書館 

若狭図書学習センター 

福井市立みどり図書館 

第６回目録システム講習会（図書コース） １２/ ５～７ 東京都 仁愛大学附属図書館 

国立国会図書館総合目録ネットワーク研修会 １２/２０ 京都府 福井県立図書館 

児童サービス協力フォーラム ３/ ４ 東京都 福井県立図書館 

デジタル化資料活用研修会 ３/２１ 京都府 福井県立図書館 

ＣＡポータル＆レファ協 ジョイントフォーラム ３/２２ 京都府 福井県立図書館 

 


