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福 井 市 下 馬 町 ５ １ － １ １  

福井県図書館協会報 Ｎｏ.４４      福井県立図書館内 福井県図書館協会発行 

お 泉 水 
２０１４年３月  

 

図書館司書専門講座 

 

６月１７日（月）から２８日（金）、国立教育政策研

究所社会教育実践研究センターで図書館司書専門講

座を受講した。  

講義は、図書館の経営と評価、高度情報社会における

図書館の役割、地域における図書館サービスの可能性な

ど、多岐にわたる内容で、図書館の運営体制の多様性を

反映した多彩な講師陣による事例・論点が紹介された。  

実地研修では、代官山蔦屋書店で武雄市図書館の話を

伺い、マーケティングの力を意識した。 

図書館は住民が出入りしやすい施設で、地域の情報資

源を結ぶ役割を担えば多様な展開ができるが、まずは、

まちづくりの視点で図書館の本質を見極め、どのような

図書館を作るかという構想が必要だ。なぜなら、地域や

時代の変化を深く取り込んだサービス向上と経費削減の

両立には、サービスの取捨選択を実行する必要があるか

らだ。それには高度な専門性とマネジメント力が不可欠

だと危機感を抱いた。 

         （福井市立みどり図書館 伊登 左和） 

 

 

東海・北陸地区図書館地区別研修 

行ってみたくなる図書館づくり 

 １２月１０日（火）から１３日（金）にかけて、三重県総合

文化センターにおいて、「行ってみたくなる図書館づくり」をテ

ーマにした研修が開催された。 

 基調講演「これからの図書館に求められるもの」（田村俊作

氏）、「内の知恵に学ぶ」として田原市図書館長や花井裕一郎氏

（元小布施町立図書館長）の講義、「外の知恵に学ぶ」として武

雄市図書館で話題になったＣＣＣの高橋聡氏、ブックディレク

ターの幅允孝氏などの講義、特別講演「建築空間としての図書

館」（植松貞夫氏）が行われた。 

 今回の講習では、図書館の内と外という異なった視点の話か

ら、読書環境や図書資料を活かす多様な活動を知ることができ

た。また、図書館の建築の変遷は、図書館に求められる機能な

どの変化を実感として知る良い機会となった。 

今まで図書館をとりまく環境が変わってきたように、今後

も変わっていく可能性があるのだということを考慮し、その

方向を考えながら、公共図書館の運用に携わっていかなけれ

ばならないと感じた。 

          （永平寺町立図書館 森下 瑞恵） 

 

 

私立短期大学東海・北陸地区図書館協議会 

総大会・講演会 

８月２３日（金）、愛知県産業労働センターにおいて開催され

た上記の総大会・講演会に出席した。 

「短大図書館の進む道～今日からできる自館のアピールとス

キルアップ～」というテーマのもと、二つの講演を聴講した。第

一の濱岡賢二氏（大阪信愛女学院短期大学図書館）は、学内外に

“いつも動いている図書館”をアピールするため、定期的な更新

材料として「図書館員が薦めるこの１冊」と「テーマ展示」をス

タートさせ、図書館のＨＰをこまめに更新させたとの事例を聴く

ことができた。次の井上昌彦氏（関西学院聖和短期大学図書館）

は、図書館員のスキルアップ法として、積極的に勉強会や研究会

に参加すること、研修会等の休憩時間には名刺交換を積極的に行

うこと、名刺交換をした人にはその日のうちか次の日には必ずメ

ールをし、ネットワークを形成することが肝要と強調されていた。

また、全図書館員が入館する学生に必ず“笑顔で挨拶”をするよ

うに心掛けているためか、年々入館者は増加しているそうだ。 

この二つの講演を聴講し、自館でも取り入れられることは積

極的に実践していきたいと強く感じた。 

 （仁愛女子短期大学附属図書館 竹下 真弓） 

 

 

  国立大学図書館協会地区助成事業（中国四国地区） 

実務ワークショップ（ＩＬＬ） 

１２月２０日（金）、香川大学において開催されたＩＬＬ業務

担当者対象の研修会に参加した。 

細川聖二氏による講演があり、『ＧＩＦ（Ｇｌｏｂａｌ ＩＬＬ Ｆｒａｍｅ-

ｗｏｒｋ）プロジェクト』の利用状況や運用上の課題、今後につい

てお話を伺う。ＧＩＦプロジェクトとは、北米・韓国を対象と

した海外機関との相互利用のための枠組みで、年々参加館も増

えてきている。本学でも情報のグローバル化への対応を考える

ために大変参考となる内容であった。 

３大学からの事例発表では、ＧＩＦ以外の海外ＩＬＬでの料

金徴収や手に入らない資料を諦めない方法、利用者の方との困

ったやり取り事例などが報告され、「なるほど！」「あー、ある

ある」と頷きながら聞かせていただいた。 

続くワールド・カフェ形式のグループ討議では、ＩＬＬの様々

な実務テーマについて話し合う。普段誰に聞いて良いか分からな

い内容も他機関ながら同じ業務をしている者同士、意見が飛び交

い、時間が足りないほどであった。共有できる情報や新たなヒン

トを得て、より良いサービス改善のための心強い機会となった。 

（福井大学医学図書館 竹内 美佳） 
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所  在  地 坂井市坂井町下新庄１２－３－１ 

竣工年月日  平成２５年１月３１日 

延 床 面 積  １，１１５㎡ 

書架総延長  ２，１５０ｍ 

図書収容能力 ８６，０００冊 

開館年月日  平成２５年５月１日 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

所  在  地 あわら市春宮二丁目 14-－1 

竣工年月日  平成２５年５月３１日 

延 床 面 積  ９６０．４９㎡（図書館使用部分） 

書架総延長  ２，２００ｍ 

図書収容能力 １０万冊 

開館年月日  平成２５年７月７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂井市立坂井図書館 

 

 

あわら市金津図書館 

坂井市立坂井図書館は平成２５年５月１日、同市坂井中学校敷地

内に新築移転した。中学校とは学校図書館を通して繋がっているた

め、学校との交流が活発になり、生徒たちにとって授業中の調べ学

習等に利用しやすい施設になっている。 

また、立地上、学校や道路に隣接しているが、防音性に配慮する

ことで静かな空間を確保している。 

建物は鉄筋コンクリート造り平屋建てで旧館に比べると床面積で

２００㎡増え、図書収容能力は一般図書で１．４倍、児童図書で１．

７倍となった。これにより従来書庫内にあった図書も開架に出すこ

とができ利用者が直接手にとって見られる図書が大きく増えた。カ

ウンターも広くなり、窓口のＰＣも２台に増え貸出や予約もスムー

ズに対応できるようになった。さらに、以前から要望のあった授乳

室や障がい者用トイレも配置した。 

また児童サービスの柱の一つであるおはなし会の担い手は地域の

ボランティアであるが、その練習の場、発表の場としての多目的室を

２団体同時に使えるように間仕切りしたことも好評である。 

今後も地域図書館として、遠方の大きい図書館までは足が遠のい

てしまう高齢者や児童・生徒たちへのサービスを中心に力を注いで

いきたい。 

 

リニューアルオープン 福井県立図書館 

あわら市金津図書館は、平成２５年７月７日に複合施設「金津本

陣ＩＫＯＳＳＡ」１階にオープンした。２階に郷土歴史資料館、３

階に市民文化研修センターと学習室を併設している。外観はしっく

い風の白壁に格子状の柱をあしらい、隣接する金津神社と調和させ、

全館を通してバリアフリーに配慮している。また、公募した「金津

本陣ＩＫＯＳＳＡ」という名前には、人が誘い合って集う場所にな

るようにとの願いがこめられている。 

内部は、開放的でゆったりとした空間ですごすことができるよう、

金津神社の参道を見渡せる閲覧スペースを設けている。書架の高さは

用途に応じて４段階になっており、間隔を広くとり車椅子でも利用で

きるようにしている。キッズコーナー横に授乳室や親子トイレを配置

し、幼児や保護者が利用しやすいようにした。円形のソファーの背面

を雑誌コーナーにし、中央のテーブルには立体パズルを置き利用者の

好評を得ている。郷土資料コーナーでは、ゆかりの蓮如関連資料を充

実させ開架方式をとっている。全館、無線ＬＡＮの使用が可能で、イ

ンターネットコーナーには貸出用のパソコンを設置している。また、

児童コーナーを中心に市内出身絵本作家の絵を展示している。 

 今後は金津創作の森や郷土歴史資料館とのコラボ・芦原図書館と

の連携により、利用者に愛される図書館になるよう努めたい。 

福井県立図書館では、２月１日から閲覧室をリニューアルするとともに、システムの新サービスの運用を開始した。 

◆閲覧室をリニューアル     ◆インターネットサービスの充実 

 
 

 

・「郷土資料コーナー」を移設 （約４万冊、「県政情報コーナー」新設） 

・「医療健康コーナー」を新設 （図書約２，６００冊、雑誌１１タイトル） 

・「文庫コーナー」を新設、「文庫コーナー」を移設 （各約１万冊） 

・「ビジネス支援コーナー」を拡充 （図書約９，０００冊、雑誌５５タイトル） 

・「ふるさと文学コーナー」を移設 （福井ゆかりの作家の作品６，０００冊） 

・「新聞・雑誌コーナー」を移設 （新聞約４０種類、雑誌約４３０タイトル） 

・パソコンの利用 （パソコン共用席５２席設置、公衆無線ＬＡＮ対応） 

・図書館・文書館・若狭図書学習センターの共通トップページを新設 

 （３館の資料が一括検索できる検索窓を設置、デジタルアーカイブを統合） 

・図書館の新たなサービス （「簡易検索機能」導入、「新着資料お知ら 

せメール」配信、予約したい本のリストの作成機能を導入） 

・文書館の新たなサービス 〔松平文庫を含む古文書約４，０００点の画像を 

ホームページで新たに公開、ダウンロードも可能（絵図・地図等を除く）〕 

◆館内サービスの充実 

・文書館の古文書約１７万点の画像の閲覧を開始 

・図書館・文書館の利用カードを共通化 

＜新ＵＲＬ＞ 

http://www.library-archives.pref.fukui.jp/ 
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福井県図書館協会 

６月５日 平成２５年度総会 

８月２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１回）〕 

 テーマ「調べ学習における読書（読書指導）の位置

づけ～中高生への読書支援のあり方を中心

に～」（講義・ワークショップ） 

 講 師：野口 久美子 氏 

（大妻女子大学非常勤講師） 

１１月１５日 

福井県図書館関係職員研修会（第２回） 

〔兼・福井県公共図書館職員専門講座〕 

 テーマ「国会図書館サーチをしゃぶりつくす 

－国会図書館の書誌データは本当に使える

のか－」（講義） 

 講 師：原田 隆史氏（同志社大学社会学部准教授） 

１月 
平成２６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 

 ３月 ２０日 

福井県図書館関係職員研修会（第３回） 

テーマ「図書館の次世代に向けたサービスについて

～ラーニング・コモンズの発想、思想から～」

（講義） 

 講 師：岡部 晋典 氏（同志社大学 学習支援・教育

開発センター助教） 

３月 協会報「お泉水」No.４４発行 

 

福井県学校図書館協議会 

 ５月 ９日 第１回福井県学校図書館協議会理事会 

 ６月１２日 第１回福井県学校図書館協議会推進委員会 

 ６月１４日 全国学校図書館協議会第１回総会 

 ６月３０日 ＳＬＢＡ２０１３年度第１期申込締切 

７月 ２日 第４１回福井県学校図書館研究大会実行委員会 

８月 ５日～ 

    ６日 
第１８回全国学校図書館夏期セミナー（函館市） 

８月 ８日～ 

    ９日 
第４３回近畿学校図書館研究大会（京都市） 

１０月 ８日 第４１回福井県学校図書館研究大会（丹南大会） 

１０月３１日 ＳＬＢＡ２０１３年度第２期申込締切 

 ２月 ６日～ 

    ７日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第５９回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月１８日 第３回福井県学校図書館協議会理事会 

 ２月１８日 ＳＬＢＡ２０１３年度第３期申込締切 

 ２月２６日 『福井県の学校図書館 第５９号』発刊 

 ４月～ ９月 
第３９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５９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２５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 

３～４月 
書架転倒防止バー・書籍落下防止装
置の設置 池田町立図書

館 
４月 １日 複写料金変更（カラー８０円→３０円） 

４月１５日 
開館時間変更（平日８：３０～２２：００、
土日８：３０～１７：３０） 

福井工業大学
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 

鯖江市図書館 

５月 読書のまち宣言（越前市） 越前市立図書館 

５月 １日 坂井中学校敷地内に移転開館 
坂井市立坂井
図書館 

６月 
ボランティア対象のよみきかせ講座、公
共図書館児童サービス研修会（年４回）
の新規開催 

福井県立図書
館 

６月 「言語開発センター」開設 
福井大学総合
図書館 

７月 子ども室内に「子ども古典コーナー」設置 福井県立図書館 

７月 休館日の変更 
あわら市図書
館全館 

７月 ７日 
図書館を含む複合施設(「金津本陣・
IKOSSA」)の開館、開館時間変更（９：３０～
１８：００）、白川文字学コーナー設置 

あわら市金津
図書館 

７月２８日 バスでめぐる４館合同見学ツアー開催 坂井市立図書館 

９月 
高等学校への団体向け資料の搬送・イン
ターネット予約の開始 

福井県立図書
館 

９～１０月 空調改修工事の実施 勝山市立図書館 

９月 ３日 屋内防犯カメラ設置 敦賀市立図書館 

９月 ７日 入館者６００万人達成 
福井県立図書
館 

１０～１１月 
県内図書館統一テーマ本の特集「わた
しの好きな一冊」の開催 

県内公共図書
館 

１０月 １日 カラーコピーサービス開始 
高浜町中央図
書館 

１０月３１日 図書館システムの更新 
越前町立図書
館全館 

１１～１２月 漢字関連本の特集の開催 県内公共図書館 

１１月 ＡＶコーナー機器の更新 
永平寺町立図書
館上志比館 

１１月 １日 白川文字学の室リニューアルオープン 福井県立図書館 

１１月 １日 
館外返却サービス開始（市内４ヶ所に
返却ポスト設置） 

鯖江市図書館 

１１月 １日 図書館システムの更新 越前市立図書館 

２６年 
２月 １日 

閲覧室のリニューアル、図書館システ
ムの更新 

福井県立図書
館 

 

平成２６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２６年１０月３１日 

１１月 １日 

全国公共図書館研究集会 

サービス部門、総合・経営部門 
群馬県 

平成２６年１０月 ９日 

   ～１０日 

全国公共図書館研究集会 

児童・青少年部門 
未  定 

東海北陸地区 

図書館地区別研修 
石川県 未  定 

東海北陸地区 

公共図書館研究集会 
三重県 未  定 

日本図書館協会 

地方講習会 
福井県 未  定 

≪県内図書館界の動き≫ 
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≪ 平成２５年度県外研修参加状況 ≫ 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 

石川県公共図書館長会議講演会 5/10 石川県 勝山市立図書館 

２０１３年度障害者サービス担当職員養成講座（基礎コース） 6/5～7 東京都 勝山市立図書館 

大学図書館近畿イニシアティブ「中級研修」 6/13 大阪府 仁愛大学附属図書館 

図書館司書専門講座 6/17～28 東京都 
若狭図書学習センター 

福井市立みどり図書館 

第３３回児童図書館員養成専門講座 
6/24～6/29 

9/30～10/9 
東京都 福井市立桜木図書館 

私立大学図書館協会西地区部会総会 6/21 三重県 福井工業大学図書館 

２０１３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 
7/26 京都府 仁愛大学附属図書館 

サピエ研修会 8/1～2 大阪府 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

第１８回全国学校図書館夏期セミナー 8/5～6 北海道 福井県学校図書館協議会 

第４３回近畿学校図書館研究大会 8/8～9 京都府 福井県学校図書館協議会 

私立短期大学東海・北陸地区図書館協議会総大会・講演会 8/23 愛知県 仁愛女子短期大学附属図書館 

医学図書館員基礎研修会 8/26～28 千葉県 福井大学医学図書館 

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 8/22～23 新潟県 福井工業高等専門学校図書館 

私立大学図書館協会２０１３年度西地区部会研究会 9/10 岡山県 
福井工業大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

図書館等職員著作権実務講習会 9/11～13 京都府 福井工業大学図書館 

講演会「携帯情報端末で広がる図書館サービス」 9/19 滋賀県 仁愛大学附属図書館 

２０１３年度中堅職員ステップアップ研修 
9/22～24 

11/3～ 5 
大阪府 福井市立桜木図書館 

全国公共図書館研究集会（サービス、総合・経営部門） 10/24～25 山形県 
福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

第１５回図書館総合展フォーラム 10/29～31 神奈川県 福井工業大学図書館 

２０１３年度私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会 

第２回研究会 
11/7 京都府 

福井工業大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

公共図書館全県研究集会 

日本図書館協会地方講習会代替研修（第１回） 
11/8 富山県 福井県立図書館 

国立国会図書館国際子ども図書館児童文学連続講座 11/11～12 東京都 
福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

北陸地区県立図書館長会研修会 11/12 新潟県 福井県立図書館 

全国図書館大会 11/21～22 福岡県 福井県立図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会サービス担当研修会 11/28～29 岐阜県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

東海・北陸地区図書館地区別研修 

12/10～14 三重県 福井県立図書館 

12/10～12 

 

福井市立図書館 

12/10～13 
勝山市立図書館 

永平寺町立図書館 

12/11～12 美浜町立図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会点訳担当研修会 12/12 愛知県 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

レファレンス研修 12/19 京都府 仁愛大学附属図書館 

国立大学図書館協会地区助成事業（中国四国地区） 

実務ワークショップ（ＩＬＬ） 
12/20 香川県 福井大学医学図書館 

録音担当者研修会 1/30 大阪府 
福井県視覚障害者福祉協会 

情報提供センター 

図書館職員研修会  

日本図書館協会地方講習会代替研修（第２回） 
2/27 富山県 福井県立図書館 

 


