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福井市下馬町５１－１１ 

福井県図書館協会報 Ｎｏ.４５   県立図書館内 福井県図書館協会発行 

お 泉 水 
２０１5 年３月  

第１００回全国図書館大会 

記念フォーラム「図書館文化を明日の力に」 

 １０月３１日（金）、明治大学駿河台キャンパスにおいて

開催された「第１００回全国図書館大会」に出席した。 

 記念フォーラムでは「図書館文化を明日の力に～言葉を

育てる、社会をつなげる、未来を創る～」というテーマの

もと、コーディネータとパネリストの５名が、これからの

図書館のあり方を討議され、大変興味深く聞くことができ

た。 

 中でもパネリストの方々の「人は本に振り返ってくれな

い時代になってきている」「だからこそ、図書館側が確実に

一人の人に一冊の本を届けようという姿勢が大事」「図書

館の中だけでなくもっと容赦のない場所へ一歩踏み出す勇

気が必要」という言葉が印象に残った。図書館を取り巻く

環境が流動的な現代において、限られた予算と人員のなか

で、もちろん日々の図書館業務を疎かにせず、かつどのよ

うなジャンルをどのような方法で届けていくのか？そこに

は図書館側の透徹した戦略が必要になると思われ、襟を正

すような気持ちになった。同時に、全国の図書館の様々な

取り組みに触れ、これからの活動の原動力となるような大

きなエネルギーをいただいたように思う。 

（鯖江市図書館  竹内  邦子） 

 

全国公共図書館研究集会(サービス部門 総合・経営部門) 

「地域を支えはぐくむ図書館サービス」 

 １０月９日（木）・１０日（金）の両日、高崎市立中央図

書館において開催された上記の研究集会に参加した。 

 日本図書館協会・森理事長の報告では、職員数・資料費等

が右肩下がりとなる中、市民力と民間力の活用・導入が図書

館界にとって不可欠、との話があった。 

 これを受けるように糸賀雅児氏の基調講演では、地域のキ

ーパーソン等との連携によるハイブリッド・サービス、諸業

種・諸産業からの図書館への参入への対応などが現在の図書

館には求められる。その上で、今後の図書館職員は、コンテ

ンツとマネジメントに業務の重心をシフトすべし、との提唱

があった。 

 また同氏は、図書館は「直営」と「教育委員会所管」という

殻を破り、もっと打って出たほうがよい、とも提言。パネルデ

ィスカッションでは、他のパネラーから、図書館の位置づけが

低い現状では、かえって逆効果では？などの応酬もあった。 

 「２１世紀において図書館という文化装置・理念は、いか

に継承されうるのか…？」森氏の話の中でなげかけられた問

いについてあらためて考えさせられた。 

 （福井県立図書館  渡辺  力） 

大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修 

 

 ６月２６日（木）・２７日（金）、大阪市立大学学術情報総合

センターにおいて開催された「初任者研修」に参加した。 

 研修は２日間に渡り実施され、内容は初任者のための図書館

業務全般の基礎部分を６区分に分けた説明、およびワークショ

ップで、学術情報総合センターの見学・情報交換会もあった。 

 講師の方の所属図書館も、私の所属図書館も大学の図書

館であるためか、基本的な業務内容はほぼ同じであった。

しかし、利用者へのサービスは図書館ごとにそのあり方に

即した多様性が感じられ、本学でも独自の特徴を活かした

利用者サービス、たとえば情報リテラシー教育などを引き

続き行っていくことにより、より利用しやすい図書館にし

ていくことが重要であると感じた。 

 本研修は図書館経験年数が３年未満の職員が対象であっ

たが、私も含め大学内における部署移動により図書館勤務

になった参加者が多かった。そのため年齢層が幅広く、他

業務に携わっていた人も多数いて活気にあふれていた。今

回の研修は他大学の図書館職員との交流を図る良い機会と

なったこともあり、今後もこのような研修には積極的に参

加し、新たな気付きを得たいと思う。 

（福井工業大学図書館  北山  徳彦） 

 

  平成２６年度資料デジタル化研修 

 

 １０月２３日（木）・２４日（金）、国立国会図書館関西館に

おいて上記の研修会が開催された。すでにデジタル化事業を行

っている、またはこれから事業を行う具体的計画のある公共図

書館から２４名が参加した。 

 講義よりも討議や情報交換に重点が置かれ、資料種別ごとの

デジタル化の方法をグループで討議する実習、デジタル化を推

進するにあたって各館が抱える課題とその解決策に関するフロ

アディスカッションに時間が割かれ、有意義な時間を持つこと

ができた。 

 オープンデータ化の波は図書館にも押し寄せており、今後は図

書館資料、特に地域資料は館に囲い込むのではなく、広く公開し

て、二次的に利用してもらう方向に移行するであろう。しかし、

デジタル化事業では、標準的な方法が確立しているとは言い難く、

著作権や職員配置など、各館が直面している課題は大きい。 

 詳細は、国立国会図書館デジタルコレクションでレジュメや

フロアディスカッションのまとめが公開されているので参照い

ただきたい（「国立国会図書館サーチ」キーワード「資料デジタ

ル化研修 平成 26年度」で検索）。 

（福井県立図書館  長野  栄俊） 
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所  在  地 敦賀市木崎７８号２番地-１ 

竣工年月日  平成２６年２月５日 

延 床 面 積  ７８２㎡ 

書架総延長  １，８００ｍ 

図書収容能力 ５０，０００冊 

開館年月日  平成２６年４月７日 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所  在  地 福井県鯖江市下司町 

竣工年月日  平成２６年２月２８日 

延 床 面 積  ８９１㎡（図書館使用部分） 

書架総延長  ４，０２６ｍ 

図書収容能力 １５万冊 

開館年月日  平成２６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敦賀市立看護大学附属図書館 オープン 

 

 

福井工業高等専門学校図書館 リニューアルオープン 

敦賀市立看護大学附属図書館は、平成２６年４月にオープンした。

平成２５年３月末をもって閉学した敦賀短期大学の施設を改修し、３

階部分をワンフロアとした大学図書館である。 

図書館には、開架スペース、閲覧スペースのほか、学生専用の自習

室や、グループ学習ができるカンファレンスルームがある。また、雑

誌架のスペースには、利用者がゆったりとくつろげるブラウジングゾ

ーンも設けている。 

検索ゾーンでは、学生が図書館内で自由に調査研究を行えるよう、

パソコンを10台設置し、OPAC検索や電子ジャーナル･データベース等

の閲覧、視聴覚資料の館内利用ができる環境を整えた。 

敦賀市立看護大学は看護学部のみの大学であるため、主に看護学を

中心とした専門図書・雑誌・視聴覚資料等の充実を図る。加えて、一

般教養の分野の図書も揃え、学生が幅広い分野での学びができるよう

なサービスを提供する。 

また、平成２６年５月には、福井県図書館協会に加入、平成２７年

２月には、福井県立図書館と相互協力に関する協定を締結し、県内の

図書館ネットワークに参加させていただくこととなった。 

図書館は、地域の方への一般開放も行っている。地域の医療従事

者の方や一般の方にも広く利用していただけるような図書館づくり

に努めていきたい。 

鯖江市と越前市の境、日野川と吉野瀬川に挟まれたのどかな場所

に福井工業高等専門学校は位置し、正門入って右奥の建物が図書館

である。今回の改築により、かつて２階にあった閲覧室が１階へ移

った。立地上４段ほどの階段を下りて入口になるため、昇降機が設

けてバリアフリー仕様となっている。 

閲覧室には、専門書のほかに手に取りやすい文庫や新書も豊富に

揃い、進学向け、就活向け、語学学習用図書やＡＶ視聴のコーナー

があり、専門以外の多様なニーズに対応している。グループでの学

習に最適なアクティビティルームも２室新設され、1-２階にある書

庫も自由に出入りできるようになった。 

閲覧机が今春新しくなり、通常は二人掛けであるが、可動式のた

め、少人数または館内での授業などアイデア次第でフレキシブルに

活用できる。利用者用パソコンも今春更新し、以前より台数も増え

モニターも大きくなった上に、ゆったりと配置されているため、よ

り快適になった。 

旧閲覧室は、通常は学生の自習コーナーとなっているが、コ

ミュニティプラザとして、卒研発表や各種イベントに活用され

ている。（館外） 

今後ますます進むグローカルに対応すべく内外にアンテナを張っ

て利用者や時代のニーズに沿った図書館づくりを目指したい。 
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福井県図書館協会 

５月２８日 平成２６年度総会 

１０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「図書館の危機管理」（講義） 

 講 師：鑓水 三千男 氏 

（元千葉県労働委員会事務局次長） 

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実務講座（第２回）〕 

 テーマ「レファレンス経済産業情報の調べ方」（演習） 

 講 師：服部 恵久 氏・鈴木 朝央 氏 

（国立国会図書館利用者サービス部科学技術・経済課） 

１１月 
平成２７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１９日 

福井県図書館関係職員研修会（第３回） 

 テーマ「読み聞かせの意義と方法」 （講義） 

 講 師：松本 なお子 氏  

（元浜松市立中央図書館長） 

３月１１日 

福井県図書館関係職員研修会（第４回） 

〔兼・福井県公共図書館職員専門講座〕 

〔兼・日本図書館協会地方講習会〕 

 テーマ「障害者の権利条約でいう“合理的配慮と図

書館」（講義） 

 講 師：佐藤聖一 氏 （埼玉県立久喜図書館司書主幹） 

３月 協会報「お泉水」No.４５発行 

 
 

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理事会 

 ６月１０日 第１回福井県学校図書館協議会推進委員会 

 ６月１３日 全国学校図書館協議会第３回総会 

 ７月 ４日 ＳＬＢＡ２０１４年度第１期申込締切 

８月 ６日～ 

    ８日 
第３９回全国学校図書館研究大会（甲府市） 

８月２１日～ 

   ２２日 
第１９回近畿学校図書館夏季セミナー（神戸市） 

１０月３１日 ＳＬＢＡ２０１４年度第２期申込締切 

 ２月 ５日～ 

    ６日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第６０回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月１８日 ＳＬＢＡ２０１４年度第３期申込締切 

 ３月 ３日 『福井県の学校図書館 第６０号』発刊 

 ４月～ ９月 
第４０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６０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２６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 水上 雅仁） 

 

 
 

各図書館の主な動き 

４月～ 開館時間拡大 勝山市立図書館 

４月 １日 新館開館（改修） 
福井工業高等専
門学校図書館 

４月 ７日 
敦賀市立看護大学開学に伴い新
設 

敦賀市立看護大
学附属図書館 

４月２６日
～５月１１日 

読書のまちフェスティバル開催(コン
サート、スタンプラリー、紙芝居等） 

越前市中央図書館 

４月１９日 カフェテリア・リニューアルオープン 福井県立図書館 

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 

越前市中央図書館 

５～１１月 
開館時間を１０時から９時３０分に変
更 

敦賀市立図書館 

５月１３日 
国立国会図書館「デジタル化資料送
信サービス」の提供開始 

福井県立図書館 

６月 ６日 ツイッター運用開始 
福井市立桜木図
書館 

６月１７日 
改修工事に伴い仮説図書館に移転
（2015年 5月まで） 

高浜町立中央図
書館 

７月 ９日 
国立国会図書館「デジタル化資料送
信サービス」の提供開始 

福井市立桜木図
書館 

７月 ９日 
図書館・学校図書担当・ボランティア
連絡会議開催 

おおい町立名田
庄図書館 

７月１１日 
鯖江市役所 JK 課考案の空席情報ア
プリ「ｓａｂｏｔａ」運用開始 

鯖江市図書館 

８月 ＡＶコーナー機器更新 
永平寺町立図書
館永平寺館 

９月 書架転倒防止工事。一時閉館 勝山市立図書館 

１０月 ブックスタート事業を開始 南越前町立図書館 

１０～１１月 
福井県内公共図書館利用促進キャ
ンペーン「図書館の“とっておき”自
慢」（ＰＲポスター展示） 

県内公共図書
館・西武福井店
（11/22～12/4） 

１０月１８日 文学散歩（現地見学会） 越前市中央図書館 

１０月２７日 読書手帳サービスを開始 鯖江市図書館 

１１月１日 図書館システム更新 大野市図書館 

１１月６日 
愛知県図書館との相互貸借資料定
期配送便の試行開始 

福井県立図書館 

１１月７日 
ＮＰＯ法人知的資源イニシアチブ主
催「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー
2014」優秀賞受賞 

鯖江市図書館 

１１月８日 
読み聞かせや貸し出しを行う「図書
館電車」開催 

福井市立桜木図
書館 

２７年 
１月９日 

ＮＰＯ法人が運営する、図書館やカ
フェ、ライブラリ機能を備えた「えきラ
イブラリーｔｅｔｏｔｅ」がオープン 

鯖江市内 

２月１３日 
敦賀市立看護大学附属図書館と福井
県立図書館との相互協力に関する協
定を締結 

福井県立図書館
敦賀市立看護大
学附属図書館 

 

平成２７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２７年１０月１５日 

～ １６日 

全国公共図書館研究集会 

サービス部門、総合・経営部門 
愛媛県 

平成２７年１1月２５日 

～２６日 

全国公共図書館研究集会 

児童・青少年部門 
岐阜県 

平成２７年１１月５日 

～６日 

東海北陸地区図書館地区別研修 富山県 未  定 

東海北陸地区公共図書館研究集会 愛知県 未  定 

日本図書館協会地方講習会 石川県 未  定 

≪県内図書館界の動き≫ 
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≪ 平成２６年度県外研修参加状況 ≫ 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 

２０１４年度障害者サービス担当職員養成講座 6/4～6 東京都 福井市立桜木図書館 

図書館司書専門講座 6/16～27 東京都 
福井県立図書館 

福井市立図書館 

第３４回児童図書館員養成専門講座 
6/23～6/28 

9/29～10/8 
東京都 福井市立みどり図書館 

大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修 6/26～27 大阪府 福井工業大学図書館 

富士通大学図書館ソリューションセミナー 7/4 愛知県 福井工業大学図書館 

２０１４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 7/4 京都府 
福井工業大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

第３９回全国学校図書館研究大会 8/6～8 山梨県 福井県学校図書館協議会 

第１９回近畿学校図書館夏季セミナー 8/21～22 兵庫県 福井県学校図書館協議会 

高等専門学校及び技術科学大学図書館情報交流集会 8/21～22 新潟県 福井工業高等専門学校図書館 

「情報館」短期集中セミナー（中級） 8/26 大阪府 敦賀市立看護大学附属図書館 

第２６回日本医学図書館協会北信越地区研修会 8/29 石川県 福井大学図書館 

短大図書館のレポート作成支援－レファレンスでテーマを可視化する－ 9/4～5 愛知県 仁愛女子短期大学附属図書館 

私立大学図書館協会２０１４年度西地区部会研究会 9/13 京都府 
福井工業大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

平成２６年度図書館等職員著作権実務講習会 9/10～12 京都府 福井工業大学図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会音訳ボランティア研修会・音訳担当職

員研修会 
9/18 愛知県 

福井県視覚障害者福祉協会情

報提供センター 

情報システム研究機構国立情報学研究所教育研究事業「目録システム講習

会」 
9/24～26 愛知県 福井大学図書館 

北陸地区県立図書館長会研修会 9/26 新潟県 福井県立図書館 

情報システム研究機構国立情報学研究所教育研究事業「目録システム講習

会」 
10/1～3 東京都 福井大学図書館 

絵本の読み聞かせ講座 10/5 滋賀県 敦賀市立図書館 

情報システム研究機構国立情報学研究所教育研究事業「大学図書館職員短

期研修」 
10/7～10 京都府 福井大学図書館 

２０１４年度中堅職員ステップアップ研修 
10/20～22 

11/17～19 
東京都 福井市立桜木図書館 

資料デジタル化研修 10/23～24 京都府 福井県立図書館 

絵本の読み聞かせ講座 10/26 滋賀県 敦賀市立図書館 

全国公共図書館研究集会（サービス部門、総合・経営部門） 10/9～10 群馬県 福井県立図書館 

第１００回全国図書館大会 10/31～11/1 東京都 
福井県立図書館 

鯖江市図書館 

第１６回図書館総合展フォーラム 11/7 神奈川県 勝山市立図書館 

平成２６年度東海・北陸地区公共図書館研究集会 11/13～14 三重県 

福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

勝山市立図書館 

越前市中央図書館 

美浜町立図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会サービス担当職員研修会 11/13～14 石川県 
福井県視覚障害者福祉協会情

報提供センター 

２０１４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 11/14 京都府 仁愛大学附属図書館 

第２１回医学図書館研究会・継続教育コース「文献検索演習 中級」 11/19 神奈川県 福井大学図書館 

平成２６年度東海・北陸・近畿地区学生指導研究会 12/8 石川県 仁愛大学附属図書館 

東海・北陸地区図書館地区別研修 

12/9～11 

石川県 

福井県立図書館 

12/9～10 
大野市図書館 

勝山市立図書館 

12/10 若狭図書学習センター 

12/10～12 永平寺町立図書館 

12/10，12 越前市中央図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会点訳ボランティア研修会・点訳担当職

員研修会 
2/19 愛知県 

福井県視覚障害者福祉協会情

報提供センター 

子ども読書連携フォーラム 3/2 東京都 福井県立図書館 

デジタル化資料活用セミナー 3/20 京都府 福井県立図書館 

 


