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◆平成２０年度全国公共図書館児童・青少年部門研究集会 

 11月６日（木）～７日（金）の２日間、「子どもたちに生きる

力と喜びを～読書で拓く未来～」を研究主題に「平成２０年度

全国公共図書館児童・青少年部門研究集会」が、栃木県宇都宮

市で開催された。全国から 200 名余りが参加し、本県からは２

名が参加した。 

柳田邦男氏による基調講演では、氏の生い立ちや読書体験を

もとに、「読書はそのとき楽しかったというだけでは終わらず、

いつの日か読んだ体験が人生の中で立ち上がってくるのだ」と

力強く語られた。舞台上におすすめ絵本の画像を映し出しなが

ら、それぞれの絵本のもつ良さを語り、最後に絵本の読み聞か

せがいかに子どものためになるか、ひいては大人のためにもな

ると結んだ。 

続いて、３つの事例発表があったが、不安定な状況の中でも、

エネルギッシュにYAサービスに取り組んでいる図書館員や、徹

底した職員研修や妥協を許さない資料の選択を行い乳幼児サー

ビスを展開している図書館、飛躍的に貸出冊数を伸ばした学校

図書館への支援事業など、どれも熱意がひしひし伝わってくる

発表だった。YAサービスや乳幼児サービスについては、確立さ

れたものはまだないため、２日目の全体会では質問が多く寄せ

られ関心の高さが伺えた。 

    （福井県立若狭図書学習センター 前田 眞佐子） 

 

◆平成２０年度私立短期大学図書館協議会研修会 

9 月 4 日（木）・5 日（金）の両日「これからどうする－図書

館の気がかりな問題を考えよう」をテーマに研修会が開催され

た。 
「地震災害と図書館」という演題で三重大学川口淳氏は、神

戸淡路大震災で大きな被害を受けた神戸大学図書館の写真を交

えながら説明された。 
大地震時の図書館の使命は、「人命の安全確保」と「資料の保

護」。その二つの被害を最小限に食い止めるためには、家具・書

架を床・壁に固定する等の耐震対策をとる、書棚に資料落下防

止ストッパーを設置する、床をカーペット化にする等具体的な

方法や、地震発生時の行動指針を各図書館で考えておかなけれ

ばならないことを力説された。 
実際、写真で耐震対策がされている書架と、されていない書

架では被害に雲泥の差があるのを見ることで耐震の重要性を痛

感できた。ついつい人ごとだと思いがちだが、普段から地震が

起こったらどう行動するかを職員同士で話し合い、シュミレー

ションしなければいけないと感じた。 
（仁愛女子短期大学附属図書館 竹下 真弓） 

 

 

◆第３４回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会 

11月12日（水）～14日（金）の３日間、奈良県において「わ

たくしたちのアーカイブズ－公文書館法20年と現在－」と題し

て全国大会が開催された。 

1日目は選択制の研修会が催され、地方自治体における文書館

のあり方や公文書館職員の立場、古文書の保存プログラムの立

て方など、比較的実践的な内容の講義が行われた。2日目は大会

テーマ研究会が開かれ、午前中は公文書館管理法の制定につい

ての報告やすでに行政文書管理に着手している奈良県立図書情

報館の機能についての紹介、午後は分科会に別れ、それぞれの

テーマで自治体における事例報告が行われた。3日目は奈良県立

図書情報館の視察が行われた。 

全体を通して感じたことは、近年のまれに見る大不況におい

て、公文書館の有り方にも大きな変革が求められているという

ことである。そして近年注目されている保存期限の過ぎた行政

文書の取り扱いについて、どの自治体でも早急な対応を迫られ

ているということである。その点で公文書館管理法についてい

ち早く対応している奈良県において今大会が開催されたことは

大変意義深いものであった。今後を見据えた公文書館運営に際

して、現在何が求められているのか深く考えさせられる大会で

あった。 

（越前市中央図書館 野澤 雅人） 
 

■平成２０年度東海北陸地区公共図書館研究集会  

 10 月 30 日（木）・31 日（金）の両日名古屋市にて「地域・

関係機関と連携した児童・青少年サービス」をテーマに開催さ

れた。 
 ４つの事例発表では各々、「学校」「公共図書館」「家庭及び

地域」等のネットワークを密にすることにより、児童サービス

の充実を目指した取り組みが述べられた。立地条件、規模の違

いはあるが、ネットワークの要はやはり「人」であるとし、質

の維持・向上、育成、ＰＲといった共通の課題も挙げられた。 
 基調講演では中村柾子講師が「子どもと本を結ぶもの」をテ

ーマに、長年の保育経験と保育現場の実情をふまえ、言葉は人

と人との関わりから育ち、豊かな経験を積んで育った子は本と

向き合えると語られた。目を留めて見ることが、絵本を見る目

となり物語の世界へ繋がる。自然への眼の向け方が豊かになる

ことで遊びが広がり、イメージを共有することで仲間関係が育

つ。そして、物語を読むことで想像力、感受性、生きる喜びが

生まれ、ユーモア・ナンセンスで開放される。生の暮らしは失

敗の積み重ねであるが恐れず、子どもたちに普通の言葉で語り

かけ一人前扱いをして欲しいという言葉が深く心に残っている。 
            （鯖江市図書館 谷崎 香寿美） 



 
 
 

  

◇福井医療短期大学図書室 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 福井市江上町 55 字鳥町 13－1 

竣工年月日 
平成 12 年 4 月 1 日（福井医療技術専門学校

図書室として竣工） 

延床面積 ６００㎡ 

図書収容能力 ７万冊 

開館年月日 平成１８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年12月17日（水）、県内高等教育機関（福井県立大学、

福井工業大学、仁愛大学、仁愛女子短期大学、敦賀短期大学、

福井医療短期大学、福井工業高等専門学校 計７校）と福井県

立図書館は、図書館活動に関する協定を締結し、幅広い連携・

協力を行うこととした。 

連携の内容としては、次のとおりである。 

（1）「福井県内図書館総合目録」（横断検索）システムへの参入 

（2）既存の物流システムを利用した図書館間相互貸借等の実施 

（3）各図書館の所蔵資料を活用したレファレンス協力等図書館  

  事業の連携協力 

これにより、県内高等教育機関の蔵書と県内公共図書館の蔵 

書約 547 万冊を、まとめて一度で検索できるようになった。県

民は、県内高等教育機関の学術専門書約 143 万冊を身近にある

図書館で借りることが可能になり、専門的な学術資料の利用の

機会が拡大した。県内高等教育機関の学生・教職員は、公立図

書館の蔵書を教育機関の各附属図書館を通じて借りることが可

能になり、学生・教職員の調査研究活動の範囲が広がった。ま

た、県立図書館のインターネット予約資料を各附属図書館で受

け取ることができるようになった。 

 

 

  
 
 
 

 

 福井医療短期大学図書室の前身は、昭和 59 年に開学した福井

医療技術専門学校であり、平成12 年 4 月に福井市新田塚から福

井市江上町に移転した。平成 18 年 4 月に福井医療短期大学に昇

格に伴い大学図書室として開室した。福井医療短期大学はリハ

ビリテーション学科（理学療法学専攻、作業療法学専攻・言語

聴覚学専攻）と看護学科を設置しており、図書室においてもリ

ハビリテーション、看護関係の図書・雑誌を充実させている。

蔵書数は専門書を中心に 17,000 冊、雑誌は 196 種類購読してい

る。 
開室時間は平日9 時から 21 時、土曜は 9 時から 17 時までと

している。座席数は 112 席あり、確かな技能と知識を持ったス

ペシャリストを育てる学び場となっている。また、40 台のパソ

コンを備えた情報処理室を併設しており、文献検索などの情報

収集に役立てている。 
 平成 20 年 6 月に福井県図書館協会に入会させて頂いており、

福井県内の図書館活動の振興を図るために微力ながら頑張って

いきたい。また、12 月には県内高等教育機関と福井県立図書館

との相互協力に関する協定にも参加させて頂いている。今後、

利用者へのサービスを向上させると共に、本大学図書室も地域

社会への貢献を図ることも目的とし、さらに充実させていきた

い。 

 

 

 

 

 

 

これは、それぞれの図書館が所蔵する資料を有効に活用し、利

用者へのサービスを向上させることにより、地域社会に貢献す

ることを目的としており、今後の福井県全体の図書館サービス

の大幅な向上が期待される。 

 なお、この協定により、県内全ての高等教育機関の附属図書

館と公共図書館との図書館ネットワークが完成することとなっ

た。 

                   （福井県立図書館） 
 

県立図書館と県内高等教育機関附属図書館との 

相互協力協定について 特 集 

新新  図図  書書  館館  紹紹  介介  



 
≪県内図書館界の動き≫ 
 
■福井県図書館協会  
6月26日 平成 20 年度総会 

12月5日 

福井県図書館関係職員研修会 
（日本図書館協会地方講習会） 
 テーマ「魅せる図書館－イメージは見られて成

立、デザインとコミュニケーションを

再構築－」 
 講 師：押樋 良樹 氏 

12月13日 2008 本に親しむ講演会（共催） 

1 月 平成 21 年度子どもの読書活動優秀実践図書館・

団体者表彰選考 

3月18日 

福井県図書館関係職員研修会 
（福井県公共図書館職員専門講座） 
 テーマ「行列のできる講座の作り方」 
 講 師：牟田 静香 氏 

（NPO 法人男女共同参画おおた理事）
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■各図書館の主な動き 

4月1日 開館時間、休館日の変更 若狭町立図書

館三方館 

4月1日 開館時間の変更 敦賀市立図書

館 

4月1日 「ものづくりコーナー」設置 越前市中央図

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 

受賞館 
敦賀市立図書

館 

7月～ 耐震・改修工事に伴い臨時閉館 福井大学総合

図書館 

7月～ 
インターネット端末利用サー

ビス開始 
おおい町立大

飯図書館 

7月1日 
情報システム更新、携帯サイト

からのサービス開始 
福井県立図書

館 
8月6日～

8日 

第36回全国学校図書館研究大

会 
福井県学校図

書館協議会 
8月20日

～21日 

第16回近畿学校図書館夏季セ

ミナー 
福井県学校図

書館協議会 

9月24日 コンピューターシステム更新 福井工業高等

学校図書館 

9月1日 館内整理休館日変更 越前市中央図

書館 

12月1日 
携帯サイトからのサービス開

始 
福井市立図書

館 

12月5日 
日本図書館協会地方講習会（福

井県図書館関係職員研修会） 
福井県立図書

館 

12月17日 
県内高等教育機関附属図書館

と相互協力協定締結 
福井県立図書

館 

3月27日 
「福井県地域共同リポジトリ」

発足式 
福井大学附属

図書館 

 
 
 

 
 
 
■福井県学校図書館協議会 

 5月13日 第1回福井県学校図書館協議会役員会 

 6月 3日 第1回福井県学校図書館協議会理事会 

 7月 3日 
第2回福井県学校図書館協議会役員会 

第1回近畿学校図書館研究大会運営委員会 

 7月24日 平成20年度 近畿学校図書館連絡協議会 

 8月 5日 

高教研司書部会 学校司書スキルアップ研修

会 

 学校図書館視察校 

  ・京都市立 堀川高等学校 

  ・滋賀県立 八幡工業高等学校 

 8月 6日 

   ～8日 
第36回全国学校図書館研究大会 （熊本大会）

 8月20日 

  ～21日 

第16回近畿学校図書館夏季セミナー 

（滋賀県 守山大会）

10月29日 
第3回福井県学校図書館協議会役員会 

第2回近畿学校図書館研究大会運営委員会 

 2月 5日 

    ～6日 

第22回全国学校図書館協議会総会            

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

 2月24日 
第4回県学校図書館協議会役員会 

第3回近畿学校図書館研究大会運営委員会 

 2月28日 『福井県の学校図書館 第54号』発刊 

 4月～ 9月
第34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54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20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 山口 明彦） 
 
 

≪平成 21 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 東京都 平成 21 年 10 月 30 日

全国公共図書館研究集会

総合・経営、サービス部門
新潟県 平成 21 年 1 月 14 日 

      ～15 日 

東海北陸地区公共図書館

地区別研修 愛知県 未 定 

東海北陸地区公共図書館

研究集会 石川県 未 定 

日本図書館協会 
地方講習会 岐阜県 未 定 

※全国公共図書館研究集会児童・青少年部門研究集会は隔年 
 開催のため、平成 21 年度は開催されません。 



 
平成 20 年度県外研修参加状況 

        

研修名 開催日 場所 図書館名 

シンポジウム「学術情報流通の改革を目指して」 5/1 東京都 福井大学附属図書館 

平成 20 年度第 1 回 ILL システム講習会 5/26 東京都 仁愛大学附属図書館 

平成 20 年度中部ブロック点字図書館サービス担当職員研修会 6/5～6 岐阜県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

福井県立図書館 
平成 20 年度図書館司書専門講座 6/9～20 東京都 

福井市立みどり図書館 

平成 20 年度全国公共図書館協議会研究集会 6/20 東京都 福井県立図書館 

第３回国立大学図書館協会マネジメント・セミナー 6/25 宮城県 福井大学附属図書館 

福井市立図書館 
児童図書館員養成講座 

6/30～7/5 

9/29～10/8 
東京都 

若狭図書学習センター 

源氏物語千年紀（文学散歩）記念事業 7/8 京都府 おおい町立名田庄図書館 

平成 20 年度学術ポータル担当者研修会 7/23 愛知県 福井大学附属図書館 

第 36 回全国学校図書館研究大会 8/6～8 熊本県 福井県学校図書館協議会 

第 10 回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 8/18 新潟県 福井工業高等専門学校図書館 

マルチメディア DAISY 普及のための研修会 8/21 東京都 福井県立図書館 

第 16 回近畿学校図書館夏季セミナー 8/21～22 滋賀県 福井県学校図書館協議会 

平成 20 年度東海北陸地区著作権セミナー 8/27 愛知県 福井県立図書館 

2008 年度西地区部会研究会 8/29 広島県 福井工業大学図書館 

平成 20 年度公立大学協会図書館協議会研修会 9/4～5 広島県 福井県立大学附属図書館 

平成 20 年度私立短期大学図書館協議会全国研修会 9/4～5 愛知県 仁愛女子短期大学附属図書館 

平成 20 年度図書館等職員著作権実務講習会 9/10～12 京都府 福井県立図書館 

2008 年度私立大学図書館協会総会・研究大会 9/12 東京都 福井工業大学図書館 

福井県立図書館 

若狭図書学習センター 平成 20 年度第 94 回全国図書館大会 9/18～19 兵庫県 

坂井市立三国図書館 

第４回レファレンス協同データベース事業担当者研修会 10/9 京都府 福井県立図書館 

全国視覚障害者情報提供施設大会点訳分科会 10/16～17 鳥取県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

10/30 大野市図書館 

福井県立図書館 

若狭図書学習センター 

あわら市芦原図書館 

若狭町立図書館 

平成 20 年度東海北陸地区公共図書館研究集会 
10/30～31 

愛知県 

鯖江市図書館 

中部ブロック点字図書館点訳担当職員研修会 10/30～31 石川県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

第 12 回資料保存研修会 10/31 京都府 福井工業大学図書館 

福井県立図書館 
平成 20 年度全国公共図書館児童・青少年部門研究集会 11/6～7 栃木県 

若狭図書学習センター 

国際子ども図書館児童文学連続講座 11/10～11 東京都 福井県立図書館 

平成 20 年度大学図書館職員短期研修 11/10～13 東京都 仁愛大学附属図書館 

第 34 回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会 11/12～14 奈良県 越前市中央図書館 

平成 20 年度アーカイブス・カレッジ（資料管理学研修会） 11/17～28 滋賀県 福井県立図書館 

11/19～21 福井県立図書館 
平成 20 年度東海・北陸地区図書館地区別研修 

11/20 
富山県 

福井市立桜木図書館 

平成 20 年度アジア情報研修 11/20～21 京都府 福井県立図書館 

第 8 回東海北陸地区 CSI 事業報告会 12/1 愛知県 福井大学附属図書館 

平成 20 年度障害者サービス担当者向け講座 12/9～11 京都府 福井県立図書館 

電子ジャーナル・シンポジウム「学術情報流通の改革を目指して」 12/10 東京都 福井大学附属図書館 

中部ブロック点字図書館音訳担当職員研修会 12/18～19 長野県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

福井県立図書館 

福井市立みどり図書館 平成 20 年度全国公共図書館サービス部門研究集会 1/15～16 奈良県 

若狭図書学習センター 

福井県立図書館 
1/22～23 

鯖江市図書館 平成 20 年度全国公共図書館総合・経営部門研究集会 

1/22 

愛知県 

福井市立桜木図書館 

中部ブロック点字図書館サービス担当職員研修会 1/30 愛知県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

第 5 回レファレンス協同データベース事業参加館フォーラム 2/20 京都府 福井県立図書館 

第 7 回ビジネス・ライブラリアン講習会 2/21～23 東京都 福井県立図書館 

平成 20 年度北陸地区県立図書館長会研修会 3/6 富山県 福井県立図書館 

第 15 回相互協力連絡会研修会 3/18 京都府 仁愛大学附属図書館 

「ラーニング・コモンズ」フォーラム 3/18 愛知県 福井大学附属図書館 

金沢大学「データベースフォーラム」 3/19 石川県 福井大学附属図書館 

 


