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福井市下馬町５１－１１ 

福井県図書館協会報 Ｎｏ.４6   県立図書館内 福井県図書館協会発行 

お 泉 水 
２０１6 年３月  

平成 27年度大学間連携共同教育推進事業 

「ラーニング・サポート担当者研修」 

 １月１５日（金）、金沢大学附属図書館中央図書館オープ

ンスタジオにおいて開催された上記の研修会に参加した。 

 研修は学習支援を担当する大学教職員の参加が多く、ラ

ーニングアドバイザーの学生・院生も参加していた。ワー

クショップ形式で、４～５人のグループに分かれロールプ

レイやグループワークを中心に行われた。ティーチングと

コーチングについて、また、学習支援担当者に求められる

３つのスキルということで、場づくり、ヒアリング、フィ

ードバックということについて学んだ。 

 私は大学図書館で学生へ図書館の利用方法や文献検索方

法を教えたり、カウンターでの質問対応をするサービス業

務をしているが、利用支援をするときには決まった方法や

考え方を教える場合と、相手と対話しながら求めるものを

導き出していく場合とがあることを再認識することができ

た。特に後者の場合は相談の場づくりや傾聴などといった

コミュニケーション力が影響してくるので、経験やコミュ

ニケーション技術が必要になると思った。日頃あまりこの

ような事を意識して業務はしていないが、日々の中で度々

思い起こすようにしたいと思った。  

 （福井大学総合図書館  栃川仁美） 

 

新任点字担当職員研修会 

 

 １２月１０日（金）、新宿ＮＰＯ協働推進センターにおい

て上記の研修会が開催された。点字に対して十分な知識のな

い新任職員に対しての基本的な事項習得を目的とした初め

ての開催であり、４０名が参加した。 

まず、「サピエ図書館の点字データについて」をテーマに、

サピエ図書館の状況や、選書から点訳・校正・登録までの流

れの説明があった。 

 また、点訳ボランティア養成講習会について３つの施設の

事例発表が行われ、たいへん参考になった。 

そのあと情報交換があったが、多くの職員が 

① ボランティアの確保について 

② 講習会を修了したボランティアのフォローについて 

③ 点訳者・校正者の技術の向上について 

などで悩んでいることがわかった。 

後日校正課題が送られてきて少々苦労したが、新任職員の

横のつながりもでき、少し心強さを感じた研修会だった。 

 （福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター 天谷 公枝） 

平成 27年度ＪＵＳＴＩＣＥ電子資料契約実務研修会 

ｉｎ京都 

 ７月１０日（金）、京都市大学のまち交流センターにおいてＪ

ＵＳＴＩＣＥにより開催された電子資料契約実務研修会に参加

した。 

定員２００名の会場が空席はほとんどなく、参加者は全国か

ら集まっていた。 

 今年度大学図書館に初めて配属になり、電子資料のことにつ

いてよくわからない部分が多いことに不安を覚え、２０１６年

の契約に向けて少しでも有利になるようなことが学べたらとの

思いで参加した。電子資料といっても、主に海外電子ジャーナ

ルの契約についての研修で、版元から提出される提案書をどの

ように読み取るかに重点が置かれ、昨年度の実際の提案書を元

に実に具体的な講義が行われた。 

 事例発表では、国立大学、私立総合大学、私立単科大学

といった構成になっており、各大学で電子ジャーナルの購

入決定までの経過、予算の組み方等にそれぞれのやり方に

特徴があった。大学の規模にかかわらず、毎年値上がりを

続ける電子ジャーナルの資料費確保にはどの大学も苦慮

していることが伺えたが、抜本的な解決方法を見出すこと

は難しいと感じた。 

（福井県立大学附属図書館  井藤  久美） 

 

  全国公共図書館研究集会（児童・青少年部門） 

「子どもの成長を支える読書の力」 

 １１月５日（木）・６日（金）の両日、岐阜市立中央図書館に

おいて開催された「平成２７年度全国公共図書館研究集会」に

参加した。 

東京大学大学院・秋山教授による基調講演では、本が子ども

にとっていかに重要であるかを、実例を交えて説明していただ

いた。続いて行われた事例発表では、３名の図書館司書から、

児童サービスに関する独自の取り組みについて説明があった。

枠に囚われることのない自由な発想が多く、大変興味深く聞く

ことができた。 

 また、全国の図書館から参加があり、地域における児童サー

ビスへの取り組みの格差が顕著であることを強く実感したので、

少しでも格差を失くすよう努力していきたいと感じた。 

どの子にも平等に本が得られるような環境を整え、全ての子

どもに本を読む喜びを知ってもらう。その意識をしっかりと持

って、児童サービスに取り組むことが大事だと改めて感じるこ

とが出来る、良い研修だった。今後は、美浜の特色を活かした

児童サービスへの取り組みを模索、実践していきたいと思う。 

（美浜町立図書館  中島範子） 
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  平成２７年度 東海・北陸地区 図書館地区別研修 

 

１１月１７日（火）～２０日（金）、富山県立図書館において

開催された上記研修の３、４日目に参加した。 

３日目は、超高齢化社会の実情や高齢者サービスの変遷、シ

ニアを読み聞かせボランティアとして育成する手法について学

んだ。海外の事例で、イギリスの図書館が作成・貸出している

「回想法キット」は、認知症患者の記憶を呼び起こし他者との

コミュニケーションを助けるもので、図書館が本という枠を超

えて提供できるサービスの可能性に気付かされた。図書館の高

齢者サービスは、障害者サービスの一部として「弱い高齢者の

ための」サービスと認識されてきた歴史がある。一方、増え続

ける元気な高齢者へのサービスは長い間意識されてこなかった。

高齢者の生きがい創造の場、また図書館サービスの担い手とし

てのシニアを意識し、「元気な高齢者のための」図書館の役割を

実践していく必要がある。 

４日目は、東日本大震災後、東北に移動図書館を走らせた鎌

倉幸子氏の講義。避難所に支援物資として本が届いても、それ

を読みたい人が手に取れないのが実情。「本はそこにあるだけ

ではなく本と人を結びつける人の存在が必要」という言葉が胸

に残った。 

（若狭図書学習センター 山本沙織）  

 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

所  在  地 福井県大飯郡高浜町立石 13-7 

竣工年月日  平成２７年３月１９日 

延 床 面 積  １，０９２㎡ 

書架総延長  ２，０７０ｍ 

図書収容能力 ５万２千冊 

開館年月日  平成２７年５月１日 

 

 

 

 

国立国会図書館遠隔研修「資料保存の基本的な考え方」 

 

 国立国会図書館はインターネットで受講できる遠隔研修を毎

年提供している。平成２７年度に提供されたのべ１４講座のう

ち、前期（６月３日～９月３０日）に実施された「資料保存の

基本的な考え方」を受講・修了した。スライド４００以上、保

存容器作成・簡易補修・材料と道具についての補助教材などの

ボリュームがある充実した講座だった。 

資料保存については、「保存ニーズ調査」を行い、問題の緊急

性・重要性・対策の有効性を整理し、収集方針や利用規則との

整合性を確保したうえで、保存方針と計画を作成するという、

それぞれの図書館で資料保存の方針を定めるためのみちすじや

検討すべき事柄について順序立てて提示・説明されているとこ

ろが特に参考になると感じた。 

 博物館・美術館等の職員も対象にしている研修のせいか、資

料の劣化要因等の説明部分の対象媒体の種類がとても豊富であ

り、また出典が明らかで原典にあたりやすい。写真フィルムの

種類や化学的構造と留意すべき点など、図書館でも比較的身近

な資料についてのさまざまな知識を得ることができた。 

 研修のレジュメやスライドはダウンロード可能で手持ち資料

として見返すこともできる。資料の保存や保存計画・防災計画

に興味のある方への受講をおすすめする。 

（福井県立図書館  伊藤多恵）  

 

 

高浜町中央図書館 昨年５月にリニューアル 

高浜町中央図書館は開館して約３０年経過し、老朽化が顕著にな

ってきたこと、またハード面でのより一層のサービスの向上を目指

すことから改修および拡張工事を行ない、平成２７年５月にリニュ

ーアルオープンをした。 

従来の面積よりも約１．５倍拡張し、児童コーナーのリニューア

ルおよび上映会や講演会に利用できる多目的スペースを新設した。

特に児童コーナーの絵本棚スペースは親子で楽しめる「えほんのひ

ろば」として面積を広げたこともあり、親子の利用が多く見られる

ようになった。あわせて一般書の席数も倍増させたことから自習を

する学生や閲覧する利用者が増え、利用者一人当たりの滞在時間が

長くなり、ゆったりとした時間を過ごしていただける図書館になっ

たように感じる。 

また、視聴覚ブースの拡張、館内に今までなかったインターネッ

ト閲覧用ＰＣを設置するとともに、公衆無線サービス（Ｗｉ－Ｆｉ）

も整備し、利用者から好評をいただいている。 

最近の「図書館事情」は単に「図書を貸し出す施設」から大きく

「立ち位置」が変わってきている。今後は多くの皆さんが読書によ

って知ることの楽しさを味わい、心豊かな生活を送るヒントを得る

ことができ、また、知的好奇心を持つ人同士が出会うきっかけを提

供できる「読書を通じたコミュニティの場」としての図書館づくり

を目指していきたい。 



3 

 

 
 

福井県図書館協会 

６月３日 平成２７年度総会 

９月１０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「科学技術情報の調べ方」 （講義） 

 講 師：田村 成宏 氏 

（国立国会図書館利用者サービス部 

科学技術・経済課科学技術係） 

１１月１２日 

１１月１３日 

福井県図書館関係職員研修会（第２回） 

 テーマ「絵本から物語へ」 （講義） 

 講 師：小幡 章子氏 

（聖カタリナ大学短期大学部助教） 

※嶺北地区（11/13）嶺南地区（11/12）  同一内容で開催 

１１月 
平成２８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１６日 

福井県図書館関係職員研修会（第３回） 

〔兼・福井県公共図書館職員専門講座〕 

 テーマ「図書館ブランディング入門 －地域内認知度を

高める広報戦略－」 （講義） 

 講 師：仁上 幸治 氏  

（図書館サービス計画研究所代表） 

３月 協会報「お泉水」No.４６発行 

 

福井県学校図書館協議会 

５月１５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１９日 全国学校図書館協議会第４総会 

 ７月 ３日 ＳＬＢＡ２０１５年度第１期申込締切 

８月６日～ 

    ７日 
第４４回近畿学校図書館研究大会（大阪市） 

１０月３１日 ＳＬＢＡ２０１５年度第２期申込締切 

１１月１１日 第４２回福井県学校図書館研究大会（嶺南大会） 

 ２月４日～ 

    ５日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第６１回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月１７日 ＳＬＢＡ２０１５年度第３期申込締切 

 ２月２９日 『福井県の学校図書館 第６１号』発刊 

 ４月～ ９月 
第４１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６１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２７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 

４月 
県および市町新規採用職員研修で

の図書館活用講座開催 
福井県立図書館 

４月 
市内学校図書館の蔵書データの作

成開始 
勝山市立図書館 

４月２３日 
個人貸出冊数を５冊から１０冊に変
更 

池田町立図書館 

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 

坂井市坂井図書館 

５月 書庫に空調機を新設 
福井工業高等専
門学校図書館 

５月 １日 リニューアルオープン 高浜町中央図書館 

６月 学校図書館へ司書派遣開始 越前町立図書館 

６月 1日 
市内学校図書室への「ちょこっと予
約」サービス開始 

越前市中央図書館 

７月 1日 
愛知県図書館との図書館資料相互
貸借の推進に関する協定締結、定期
配送便運行開始 

福井県立図書館 

７月 4日
～7月5日 

明治大学法学部院生との栗塚省吾
研究連携 

越前市中央図書館 

９月 １日
～９月３０日 

耐震工事準備のための休館 
南越前町立今庄
図書館 

１０月 １日 
耐震工事に伴い仮図書館に移転
（2016年 7月までの予定） 

南越前町立今庄
図書館 

９月２９日 入館者数７００万人突破 福井県立図書館 

１０月 ブックスタート事業を開始 勝山市立図書館 

１０～１１月 
福井県内公共図書館利用促進キャ
ンペーン「おススメします『こんなと
き、こんな本』」 

県内公共図書館 

１０月 ７日 
１０月 2８日 

福井県公共図書館相互貸借担当者
会（嶺北 10/7・嶺南 10/28） 

福井県立図書館 
若狭図書学習セ
ンター 

１１月１１日 ｆacebookの運用開始 福井市図書館 

１１月２１日 図書館システム更新 小浜市立図書館 

１１月２４日 
「無音動画 CONTEST」表彰式（図書
館 PRショートムービー） 

仁愛大学附属図
書館 

２８年 
３月１５日 

ホームページURL変更 坂井市立図書館 

 
 

平成２８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２８年１０月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 
福岡県 

平成２９年１月１９日 

～２０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 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 

≪県内図書館界平成 27年度の主な動き≫ 
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≪ 平成２７年度県外研修参加状況 ≫ 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 

２０１５年度中堅職員ステップアップ研修（２） 
6/15～17 

7/13～15 
東京都 福井市立桜木図書館 

第３４回児童図書館員養成専門講座 
6/22～6/27 

9/28～10/7 
東京都 福井市立みどり図書館 

第１１回学術情報ソリューションセミナー 6/30 大阪府 福井大学附属図書館 

２０１５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 7/37 京都府 仁愛大学附属図書館 

ＪＵＳＴＩＣＥ電子資料契約実務研修会 7/10 京都府 
福井大学附属図書館 

福井県立大学附属図書館 

第４４回近畿学校図書館研究大会（大阪大会）  8/21～22 大阪府 福井県学校図書館協議会 

第７６回（２０１５年度）私立大学図書館協会総会・研究大会  8/27～28 神奈川県 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交流集会 9/3 大阪府 福井大学附属図書館 

第２７回日本医学図書館協会北信越地区研修会 9/4 長野県 福井大学附属図書館 

私立大学図書館協会２０１５年度西地区部会研究会 9/11 愛知県 仁愛大学附属図書館 

平成２７年度図書館等職員著作権実務講習会 9/9～11 京都府 
福井県立図書館 

敦賀市立看護大学附属図書館 

図書館総合展２０１５フォーラム ｉｎ富山 9/11 富山県 福井県立図書館 

平成２７年度日本図書館協会地方講習会 10/9  石川県 坂井市立図書館 

国際シンポジウム「ＨＯＲＩＺＯＮ２０２０によるオープンアクセス政策とオープン

サイエンスの国際的課題」 
10/13  兵庫県 福井大学附属図書館 

医中誌ＷＥＢ管理者向け講習会 10/15 愛知県 福井大学附属図書館 

２０１５年度中堅職員ステップアップ研修（１） 
9/27～29 

11/8～10 
大阪府 福井市立図書館 

第１０１回全国図書館大会 10/15～16 東京都 

福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

鯖江市図書館 

平成２７年度東海北陸地区国立大学図書館協会研修会 10/21 愛知県 福井大学附属図書館 

平成２７年度東海・北陸地区公共図書館研究集会 10/22～23 愛知県 
福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

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 10/29～30 愛知県 
福井県視覚障害者福祉協会情

報提供センター 

全国公共図書館研究集会（児童・青少年部門） 11/5～6 岐阜県 

福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

大野市図書館 

勝山市立図書館 

美浜町立図書館 

第１７回図書館総合展フォーラム 11/10 神奈川県 福井大学附属図書館 

平成２７年度東海・北陸地区図書館地区別研修 

11/17～20 

富山県 

敦賀市立図書館 

11/18 坂井市立図書館 

11/18～19 
福井県立図書館 

越前市中央図書館 

11/19～20 若狭図書学習センター 

全国公共図書館研究集会（サービス部門 総合・経営部門） 11/25～26 愛媛県 

福井県立図書館 

福井市立図書館 

勝山市立図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会音訳担当職員研修会 11/26～27 愛知県 
福井県視覚障害者福祉協会情

報提供センター 

新任点字担当職員研修会 12/10～11 東京都 
福井県視覚障害者福祉協会情

報提供センター 

平成２７年度大学間連携共同教育推進事業「ラーニング・サポート担当者研

修」 
1/15 石川県 福井大学附属図書館 

第１２回レファレンス協同データベース事業フォーラム「レファ協の 10 年：これ

までとこれから」 
2/18 京都府 福井県立図書館 

公開講座「長野県の図書館におけるビジネス支援」 2/22 長野県 福井県立図書館 

北陸地区県立図書館長会研修会 2/25 富山県 
福井県立図書館 

美浜町立図書館 

第４回ＳＰＡＲＣ Ｊａｐａｎ セミナー２０１５ 3/9 東京都 福井大学附属図書館 

 


