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福井市下馬町５１－１１ 

福井県図書館協会報 Ｎｏ.４７   県立図書館内 福井県図書館協会 発行 

 

お 泉 水 
２０１７年３月  

２０１６年度 日本医学図書館協会近畿地区会 

「国内ｅ-ｂｏｏｋについて：プロダクトレビューと展望」 

 １０月７日（金）、大阪医科大学にて開催された上記研修

会に参加した。電子書籍のベンダーより、電子書籍の現状

と展望について講演があった。現状としては主に人気の電

子書籍の紹介があり、展望としては主に学生の冊子体資料

への依存度が低下している現状等を踏まえ、電子書籍利活

用の推進方法について紹介があった。 

 現状については、人文社会・理工・医学など分野を問わ

ず人気の電子書籍は、英語・辞典・レポートや論文の書き

方・レファレンス系など禁帯出になりやすいものに集中し

ている点が印象的であった。展望については、利活用推進

事例のうち、ＱＲコードを利用した利活用推進が印象的で

あった。重く厚みのある書籍には、書籍本体にＱＲコード

を貼り付けて電子書籍利用を促している図書館がある。こ

れは冊子体＋電子書籍で所蔵していることが条件であるが、

電子書籍の周知を行う上では良い事例であると感じた。 

 発注担当者として、電子書籍のニーズの把握の困難さを

感じている。しかしベンダーより得られた売れ筋を見たと

ころ、前述したものがランキング上位にあるという根拠を

得られたことで、今後の選書の参考になるであろうと考え

ている。      （福井大学医学図書館 川端 織恵） 

平成２８年度 北陸地区図書館職員研修会 

 １１月１１日（金）に富山県立図書館で北陸地区図書館職員

研修会｢『図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に

関するガイドライン』と具体的な障害者サービス｣が開催された。 

 ４月の障害者差別解消法の施行にともない、図書館でも障害

者への合理的配慮の提供が義務付けられたが、具体的にどうい

った方策をとるとよいか分からないことが多かった。 

 そこで、この研修に参加したのだが、日図協作成のガイドラ

インにそって、具体的な障害者サービスや障害者への合理的配

慮について自館にもあてはまる多くの事例を知ることができた。

今後のサービスを考えていく上で大変有意義な内容であった。 

 障害者サービスの定義「図書館利用に障害のある人々へのサ

ービス」と「すべての人にすべての図書館サービス・資料を提

供すること」という目的を踏まえ、やらない理由を探すのでは

なく、「どうしたらできるか」を常に意識する必要性を感じた。 

 また、「JLA障害者差別解消法ガイドラインを活用した図書館

サービスのチェックリスト」を活用し、障害者サービスの向上

に努めていきたい。 

（福井県立若狭図書学習センター 山本 和之） 

平成２８年度 第２０回近畿学校図書館夏季セミナー 

 ８月４日（木）・５日（金）、奈良学園大学登美ヶ丘キャ

ンパスにて「学ぼう 語ろう 学校図書館で 〜ラーニング・

コモンズのスタート〜」というテーマで開催された上記セ

ミナーに参加した。 

 １日目は開会式・記念講演・分科会１および２・特別演

習、２日目は分科会３および４・特別演習・自由視察が行

われた。 

 記念講演では、国立教育政策研究所教育課程調査官の大

滝一登氏により、「新しい時代に対応する教育と学校図書

館の可能性」と題して、学習指導要領改訂の背景・ポイン

ト、学校図書館の整備充実に関する審議および現代的な諸

課題を踏まえた教育内容の見直し（読書活動の充実）等に

ついて紹介があった。 

 各分科会は小中高織り交ぜて７つずつの講座から成り、

参加した講座では、兵庫県立加古川高等学校・奈良県立奈

良高等学校・奈良県立五條高等学校の実践発表と、大阪府

高等学校図書館研究会によるＩＣＴ活用についての報告を

聞くことができた。年間を通して、手を尽くして図書館利

用促進と読書指導が行われ、「できることは何でもやって

いこう」という姿勢に感銘を受けた。人材の確保、運営体

制の確立が今後の課題として挙げられていた｡ 

（福井県学校図書館協議会事務局 竹内 浩） 

第１８回図書館総合展 

 １１月８日（火）～１０日（木）、パシフィコ横浜において開

催された図書館総合展の一イベント「図書館キャラクター・グ

ランプリ」にて自館オリジナルキャラクターの双子のレッサー

パンダ「れさのすけ（兄）・れさたろう（弟）」のプレゼンを行

った。同時に他館のプレゼンを聞き、それぞれのキャラクター

の活動を通してその館の取り組みが見えてくるように感じられ

た。自館と似ている点には親しみを感じ、違う点には真似をし

て取り入れてみたいと思い、様々な図書館の多彩な取り組みの

一端を知ることでふりかえって自館を見つめる機会になった。 

このほか、テーマ別のフォーラムが開催され、出版社や関連

企業の出展ブースもあり、新しい情報がたくさんあふれ、ひと

つひとつを見ていくと時間が全然足りなかった。また、幅広い

図書館関連の職種の人と直接話のできる交流会もあったようだ。 

このように多種多様な図書館関係者が集まる場はなかなかな

いように思う。興味を持たれた方は、第１９回の案内が来たら

参加してみてはいかがだろうか。 

（鯖江市図書館 笠嶋小百合） 
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福井市立図書館は、昭和５１年に開館してから４０年を迎え

た。記念事業として、平成２８年７月１７日、福井市フェニッ

クスプラザ地下会議室において、作家・武道家の内田樹氏をお

迎えし、福井市立図書館開館４０周年記念講演会「本を読むこ

と 人文知の危機をめぐって」を開催した。当日は１８０名余

りの方々が聴講に訪れ、熱心に耳を傾けていた。また、１０月

からは、市立図書館において、「開館４０周年思い出展」を開催

し、２階展示コーナーにて、開館当時の写真やニュース記事等

の展示を行った。同時に、利用者から思い出のコメントを募集

し、館内に展示した。 

福井市の最初の図書館は、明治４０年、旧藩主松平家から市

に寄贈され、明治４２年、市立福井図書館として開館した。し

かし、福井空襲で建物が焼失し、廃館となった。その後、昭和

３７年、ライトバンを購入し、配本を開始。昭和４８年には、

移動図書館車を導入し貸出を始めた。昭和５０年、現在の場所

にて着工、同５１年８月２日に開館した。当時の蔵書は４万８

千冊で、開架式の図書館は県内では初めてで、視察等も相次い

だ。 

現在、福井市立図書館は、リニューアルに向け準備している。

読書に加え、多くの方が集い交流する図書館を目指していきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝山市立図書館では開館２５周年を記念して、１０月７日

（金）午後７時より、講師に総務省地域力創造アドバイザー、

元羽咋市職員の高野誠鮮氏を迎え、「『かつやま』の活性化はど

うすれば可能か？～必要なのは失敗を恐れない勇気～」の講題

で記念講演会を開催し、市内外より７５名の参加者があった。

講師は、家業を継ぐため実家にもどり羽咋市役所に臨時職員と

して入庁、犯罪以外の責任は全部取るという上司に恵まれ、失

敗を恐れず行った数かずの事業について講演。何事にも失敗を

恐れずチャレンジしてくことが重要であるということを著書

『ローマ法王にコメを食べさせた男』での、失敗談をユーモア

に交えながら紹介。図書館でまちづくりをテーマとは意外に思 

われるが、図書館の所管が教育委員会から知事部局になってい

る県があったり、観光に力を入れている館があったりする。当 

 

 

 

館では、そこまで力を入れることはできないが、図書館で意外

性のあるイベントを行うことにより、資料利用、レファレンス

に繋がり図書館利用にもなると思われ、また今まで図書館を利

用したことのない方が新しくご利用いただけることも考えられ

るので、他部署とも連携してこれからもいろいろなイベントを

開催していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越前市中央図書館は、市民の方が思い思いの時間を過ごせる

滞在型の図書館、そして情報発信の核となる図書館を目指して、

平成１８年８月１日に現在地へ移転し開館した。それ以来多く

の利用者に支えられ、昨年８月には開館１０周年を迎え、様々

なイベントを開催してきた。 

先ず８月には展示「中央図書館の歴史」、９月には「開館１０

周年記念式典」や「ベストリーダー表彰式」、「いわさきちひろ

の絵と人生」講演会、「ちひろの水彩技法体験」などの記念事業

を行い多くの方にご参加いただいた。１０月には越前市文学マ

ップを発行し、「越前市文学散歩」では市内にある古典文学ゆか

りの地をバスで巡った。１１月からは展示「装幀の美」や「豆

本づくりワークショップ」「本の福袋」。そして、３０冊分のレ

シートを集めて応募し抽選で賞品が当たる「読んで当てよう！」

は、夏と冬の 2 回開催し好評を得た。他にも、越前市出身のか

こさとしさんの絵本「まさかりどんがさあたいへん」の画を用

いたオリジナルの記念バッグを製作し販売した。これら事業に

より、幅広い年代の方に図書館をご利用いただくことができた。

今後も利用者のニーズに応えたサービスを展開し、本と人がつ

ながることのできる魅力ある図書館づくりに努めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ベストリーダー表彰式（ご長寿ベストリーダー）」 

勝山市立図書館２５周年記念事業まちづくり講演会 

福井市立図書館４０周年 記念事業と沿革 

越前市中央図書館 昨年８月で１０周年！ 

「『かつやま』の活性化はどうすれば可能か？ 

～必要なのは失敗を恐れない勇気～」 
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福井県図書館協会 

６月２日 平成２８年度総会 

１０月１４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専門講座〕 

 テーマ「図書館のこれからを考える」 （トークイベント） 

 講 師:三谷 宏治 氏（Ｋ.Ｉ.Ｔ虎ノ門大学院主任教授､他） 

岡本 真 氏（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘｿｰｽ・ｶﾞｲﾄﾞ代表取締役） 

猪谷 千香 氏（ハフィントンポスト記者） 

１２月６日 

福井県図書館関係職員研修会（第２回） 

 テーマ「ブックトークのきほん」 （講義・実習） 

 講 師：杉山 きく子 氏（東京子ども図書館理事） 

１２月 
平成２９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 協会報「お泉水」No.４７発行 

 

福井県学校図書館協議会 

５月１７日 第１回福井県学校図書館協議会理事会 

 ６月１５日 第１回福井県学校図書館協議会推進委員会 

 ６月２７日 全国学校図書館協議会第５回総会 

 ７月中旬 ＳＬＢＡ２０１６年度第１期申込締切 

８月４日～ 

    ５日 
第２０回近畿学校図書館夏季セミナー（奈良県） 

８月８日～ 

   １０日 
第４０回全国学校図書館研究大会（神戸市） 

１０月中旬 ＳＬＢＡ２０１６年度第２期申込締切 

 ２月２日～ 

    ３日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第６２回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月中旬 ＳＬＢＡ２０１６年度第３期申込締切 

 ３月１日 『福井県の学校図書館 第６２号』発刊 

 ４月～ ９月 
第４２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６２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２８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 竹内 浩） 

各図書館 

４月 未返却督促通知メール配信開始 福井市立図書館  

４月～１月 
開館４０周年記念「４０冊ブック

リレー」実施 
福井市立図書館 

 

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 

あわら市金津図
書館 

 

 
 
 
 

４月２５日 開学記念特別展開催 
仁愛大学附属図
書館 

５月～ 「大人の数学勉強会」実施 大野市図書館 

５月～ 
良書学校巡回子ども読書推進事業
開始 

県立図書館 

７月１１日 
開館４０周年記念「内田樹講演会」
開催 

福井市立図書館 

７月２４日、 
８月２日 

福井大学連携「夏の自由研究＆理科
工作にチャレンジ」開催 

福井市立図書館 
福井大学附属図
書館 

７月２８日 「Ｍｙ本棚サービス」運用開始 美浜町立図書館 

８月～１２月 開館１０周年記念 
越前市中央図書
館 

１０月２日 第４０回奥越合同読書大会 大野市図書館 

１０～１１月 
県内公共図書館合同企画「図書館で
ホンとの出会いを－こんな本がある
よ！２０１６」 

県内公共図書館 

１０月７日 
開館２５周年記念「まちづくり講演会」
開催 

勝山市立図書館 

１０月１２日 
１０月２６日 

福井県公共図書館相互貸借担当者
会（嶺北 10/12・嶺南 10/26） 

県立図書館 
若狭図書学習Ｃ 

１０月２１日 
白川文字学の室リニューアルオープ
ン 

県立図書館 

１１月１日 
各地区公民館と連携した貸出・返却
サービスの開始 

美浜町立図書館 

１１月２日 横断検索「さばサーチ」運用開始 鯖江市図書館 

１１月１４日 市役所に返却ポスト設置 福井市立図書館 

１１月２６日 
県大ライブラリーカフェ 著書を語る
『子育てにおける子どもとの上手なか
かわり方』開催 

県立大学附属図
書館 

１２月 
おすすめ本２冊セット貸出し「年末お
たのしみ読書セット」を実施 

福井市立みどり
図書館 

１２月１０日 
シニア向け「いきいきライフ応援コー
ナー」新設、セミナーの新規開催 

県立図書館 

１２月１９日 
「司書が学生に贈る８０冊」コーナー
設置 

県立大学附属図
書館 

平成２９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２９年１０月１２日 

～１３日 

全国公共図書館研究集会 

サービス部門、総合・経営部門 
宮城県 

平成２９年１１月３０日 

～１２月１日 

全国公共図書館研究集会 

児童・青少年部門 
大阪府 

平成３０年 １月１８日 

～ １月１９日 

東海北陸地区図書館地区別研修 岐阜県 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 三重県 未  定 
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≪ 平成２８年度県外研修参加状況 ≫ 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 

学術情報基盤オープンフォーラム２０１６ 5/25-27 東京都 福井大学附属図書館 

２０１６年度中堅職員ステップアップ研修（２） 
6/13-15 

7/11-13 
東京都 福井市立桜木図書館 

平成２８年度図書館司書専門講座 6/13-24 東京都 
若狭図書学習センター 

福井市立図書館 

２０１６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 
7/1 京都府 

福井工業大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

２０１６大学図書館ソリューションセミナー 7/7 大阪府 福井大学附属図書館 

ＪＵＳＴＩＣＥ電子資料契約実務研修会 7/8 長野県 福井大学附属図書館 

第２０回近畿学校図書館夏季セミナー 8/4 奈良県 福井県学校図書館協議会 

第４０回全国学校図書館研究大会神戸大会 8/10 兵庫県 福井県学校図書館協議会 

第１８回（平成２８年度）高等専門学校及び技術科学大学図書館情報

交流集会 
8/25-26 新潟県 福井工業高等専門学校 

「情報館」短期集中セミナー（中級） 8/30 大阪府 敦賀市立看護大学 

第２８回日本医学図書館協会北信越地区研修会 9/2 長野県 福井大学附属図書館 

２０１６年度版元提案説明会 9/7、9/9 東京都 福井大学附属図書館 

第１回ＳＰＡＲＣ Ｊａｐａｎ セミナー２０１６ 9/9 東京都 福井大学附属図書館 

平成２８年度東海北陸地区国立大学図書館協会研修会（第１回） 9/16 愛知県 福井大学附属図書館 

図書館等職員著作権実務講座 9/29-30 京都府 福井市立桜木図書館 

２０１６年度サピエ研修会 9/29-30 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２８年度東海北陸地区国立大学図書館協会研修会（第２回） 10/6 愛知県 福井大学附属図書館 

平成２８年度東海北陸地区公共図書館研究集会 10/6-7 石川県 

福井県立図書館 

福井市立みどり図書館 

美浜町立図書館 

２０１６年度中堅職員ステップアップ研修（２） 10/10-12 東京都 福井市立みどり図書館 

平成２８年度北陸地区図書館職員研修会 10/11 富山県 若狭図書学習センター 

平成２８年度石川県大学図書館協議会特別研修会 10/12 石川県 福井大学附属図書館 

平成２８年度全国図書館大会 10/16 東京都 
福井県立図書館 

鯖江市図書館 

日本図書館協会地方講習会 10/18 岐阜県 福井県立図書館 

平成２８年度東海北陸地区国立大学図書館協会研修会（第３回） 10/21 愛知県 福井大学附属図書館 

２０１６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 
10/25 京都府 仁愛大学附属図書館 

第１８回図書館総合展 11/8-10 神奈川県 
鯖江市図書館 

福井大学附属図書館 

音訳ボランティア研修会 11/17 富山県 
福井県視覚障害者福祉協会情報提

供センター 

目録システム書誌作成研修 11/24-25 東京都 福井大学附属図書館 

平成２８年度東海北陸地区図書館地区別研修 
12/1-2 

愛知県 
福井県立図書館 

12/1 越前市中央図書館 

フォーラム「次世代型図書館 岐阜市立図書館の目指すカタチ」 12/10 岐阜県 おおい町立大飯図書館 

平成２８年度障害者サービス担当職員向け講座 12/13-15 京都府 
福井県立図書館 

福井市立みどり図書館 

全国公共図書館研究集会（サービス、総合・経営部門） 1/19-20 福岡県 福井県立図書館 

平成２８年度著作権セミナー 1/20 愛知県 福井工業大学図書館 

 


