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福井市下馬町５１－１１ 

福井県図書館協会報 Ｎｏ.４９   県立図書館内 福井県図書館協会 発行 

 

お 泉 水 
２０１９年３月  

第１０４回全国図書館大会 （第３分科会 短大・高

専図書館） 「図書館における読書推進活動」 

１０月２０日（土）、国立オリンピック記念青少年総合センタ

ーで開催された第１０４回全国図書館大会・第３分科会の事例

報告者の一人として参加した。 

２０１７年１１月２３日の福井新聞に“仁愛女子短大図書館

サポーター”に関する記事が紹介されたのがきっかけとなり、

それを見た主催者の方から声をかけていただいた。 

発表の内容は、本学の図書館利用促進の実践事例で “図書館

サポーターによる選書”、“図書館ポイントカード制の導入”、

“月１回の企画展示”、“「青空文庫」表紙コンテスト”、“最多

図書利用者の表彰制度”などについて報告させていただいた。 

他お二人の事例報告は「県内短大図書館連携による読書推進

活動の展開」（佐久大学図書館）、「読書推進活動と一人一人へ

の学生支援」（岩手県立大学宮古短期大学部図書館）だった。 

この全国図書館大会に参加し、他館の事例や取り組みを聞く

ことができ、自館でも取り入れられることは積極的に実践して

いきたいと感じた。また、事例報告をするにあたり自館の図書

館について見つめ直す良い機会になった。 

 （仁愛女子短期大学附属図書館 竹下 真弓） 

 

平成３０年度東海北陸地区公共図書館研究集会 

１０月１２日（金）、岐阜市の岐阜県図書館で開催され、東海 

北陸地区の県立・市町村立図書館職員６０名の参加があった。 

 ビジネス支援図書館推進協議会会長の竹内利明氏による基調

講演「図書館だからできるビジネス支援」に続いて、地域の課

題解決支援としてビジネス支援サービスを重点施策に掲げる鳥

取県立、広島市立中央、塩尻市立の各図書館からの実践事例発

表とパネルディスカッションがあり、ビジネス支援サービスの

現状と可能性について論議された。 

 ビジネス支援サービスに取り組む図書館は増えてきているが、

確実に実績を上げるためには、自治体の産業振興政策に応じた

もので、図書館の場としての価値、多様な利用者という価値を

活用するメリットを商工部門にアピールするべきとのことであ

った。その際には、図書館職員の前向きな姿勢、伝えるプレゼ

ン能力が求められる。変化の大きな時代だからこそ、「新しいこ

とに柔軟に対応できる人にチャンスがある」、「努力すれば解決

できることに必死に取り組むことで実力がつく」など、最終的

には職員の姿勢やモチベーションが重要であると改めて考えさ

せられた。 

 （福井県立図書館 小林 香織） 

日本古典籍講習会を受けて 

私は、現在越前市中央図書館所蔵の古典籍等の整理に従事し

ており、古典籍の基本的知識や保存方法を学ぶことを目的に、

１月２２日(火)から２５日(金)にわたって東京の国立国文学研

究資料館及び国立国会図書館にて行われた「日本古典籍講習会」

の研修に参加させて頂いた。 

 研修では、和書の特徴や綴じ方、紙の名前等基本的なことか

ら、蔵書印の大切さや解読のヒント、江戸時代の出版事情等知

っておくと便利なことまで、口頭の説明だけでなく実際に実物

を見たり触れたりしながら教わった。カリキュラムの中には和

書の保存容器である帙の作成の実習等も組み込まれており、古

典籍資料を長く保たせるために重要な点も多く知ることが出来

た。 

また、研修時に国立国文学研究資料館や、同館の展示スペー

ス、国立国会図書館の中を見学したことも貴重な体験になった。

資料の収集・保存において最前線といえる施設がどのように保

存・修理・予防しているかを目で見て知る事が出来た。 

 この研修で学んだことを古典籍の整理業務に役立てていくと

ともに、今後は保存に関しても自館の現状や方針を把握した上

で研修で得た知識を生かしていきたいと思う。 

 （越前市中央図書館 玉村 美岬） 

 

平成３０年度北陸地区図書館職員研修会 

１２月１９日（水）、金沢市の石川県立図書館で開催され、北

陸地区の県立・市町村立図書館職員５０名の参加があった。 

 特定非営利活動法人男女共同参画おおた理事長の坂田静香氏

を講師に「人が集まる企画とチラシの作り方」について、９グ

ループに分かれての企画力向上ワークを含む講義が行われた。 

 図書館では、様々な企画を立て、広報し、利用促進を図って

いるが、参加者数の増加につながらないことがよくある。人が

来ない原因は「企画力」と「広報・ＰＲ力」が不足しているだ

け、という講師の指摘は耳に痛かったが、「こういう人に参加し

てほしいという熱意をもって企画しているならそれをチラシに

も載せるべき」という例が具体的で参考になった。 

「図書館では、どういった人がどういう本を借りているかわ

かる＝マーケティングができる場にいる」という強みを活かし、

参加してよかったと思ってもらえる企画を立てられるようにな

りたい。 

 （福井県立図書館 保田 弘子）
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南越前町立今庄図書館 新館オープン 

南越前町立今庄図書館は、平成３０年１１月２４日（土）に、今庄

地域におけるコミュニティー活動拠点としてリニューアルされた「今

庄住民センター」の中にオープンした。これは、昭和４９年に建てら

れた旧今庄住民センターの老朽化による解体により、新たに改修・建

設されたものである。この今庄住民センターは、南越前町今庄事務所

（行政）と公民館、図書館がある複合施設で、また今庄診療所とも廊

下でつながっており、主要な機関が一階に集まっている。開館後は、

利用者の方から、雨や雪でも濡れずに図書館や診療所に行くことがで

きて便利だという声を聞いている。 

図書館内は、旧図書館では少なかった閲覧席を増やし、ゆったりとし

た感じになるように書架を配置し、自宅のリビング感覚で利用していた

だけるような図書館になっている。今庄地域は高齢の方が多いが、診療

所や公民館講座に来たついでに立ち寄っていただくことが多くなり、利

用者が増えた。 

 今後は「図書館で待ち合わせ」が合言葉になるような、今庄地域の身

近な存在になるよう、そして、住民の方の知的欲求を満たす機関として、

さらに深く地域と密着した「みんなの図書館」に成長していきたい。 

 

敦賀市立看護大学附属図書館 

演習室兼閲覧室の新設 

敦賀市立看護大学附属図書館では、当大学の教室不足解

消および当館の座席数増加のため、館内の一部を改修して、

平成３０年１０月に広さ３５㎡の演習室兼閲覧室を２室新

築した。 

授業で利用するにあたり、部屋は防音とし、長机７台･椅

子１４脚を整備した。授業で利用しない時間帯は、学生およ

び教職員に限り、閲覧室として自由に利用できる。 

また、同時期に館内の Wi-Fi 環境を整備し利用できるよ

うになった。Wi-Fi 利用にあたっては、カウンターでタブレ

ットの貸出を行っている。 

静かな空間での自習ができるため、今冬は看護師国家試験

前の４年生の利用が多かった。今後は、学年を問わず広く利

用してもらえるようガイダンスなどで学生に周知していく

予定である。 

なお、館内には、演習室兼閲覧室のほかに、PC の利用が

できる学生専用の自習室や、グループ演習ができる小部屋も

あり、それ

ぞれ用途に

応じた利用

を促してい

きたい。 

 

 

 

 

あわら市金津本陣 IKOSSA（イコッサ）  

昨年７月で５周年！ 

あわら市金津図書

館・郷土歴史資料館が

入る生涯学習施設「金

津本陣 IKOSSA」は、

平成３０年７月７日

に開館５周年を迎え、

６月１６日から８月

３１日までの期間、記

念事業として、「紙しばいライブ」「古本市」「読み聞かせ講

座」「工作教室（オリジナル万華鏡の作成）」「ストーリーテ

リング」などを開催した。 

いずれも、市内外からの親子連れを中心に多くの参加をい

ただいたが、なかでも、８月２５日に開催した「紙しばいラ

イブ」では、紙しばいの名人として知られる津田節江氏によ

る“読み聞かせライブ”が行われ、参加者は改めて、紙しば

いのおもしろさを堪能した。 

 このほか、郷土歴史資料館とのタイアップ事業として「製

鉄実演見学会（砂鉄などから鉄を作る実演）」と「スタンプ

ラリー（本の貸し出しや資料館見学でスタンプを集め、景品

を受け取る）」なども開催し、好評を得た。 

 期間中は多くの来館者があり、改めて、生涯学習施設とし

ての図書館の重要性を確認することができた。北陸新幹線の

開業を控え、市内のみならず市外、県外の方々にも、より親

しみを持っていただける施設になるよう、今後も職員一同、

努力していきたい。

所  在  地 南条郡南越前町今庄８４－２５ 

竣工年月日  平成３０年１１月２日 

延 床 面 積  ４２６㎡ 

書架総延長  １２００ｍ 

図書収容能力 ３万６千冊 

開館年月日  平成３０年１１月２４日 
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福井県図書館協会 

６月１３日 平成３０年度総会 

１１月 
平成３１年度子供の読書活動優秀実践図書館・団体(個

人) 文部科学大臣表彰候補者選考 

３月１日 

福井県図書館関係職員研修会 

テーマ「図書館と公共コミュニケーション」 

 講 師：岡本 真 氏 

（アカデミック・リソース・ガイド株式会社代表取締役） 

３月 協会報「お泉水」No.４９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１２日 第１回福井県学校図書館協議会推進委員会 

 ６月２１日 全国学校図書館協議会第８回総会 

 ７月１３日 ＳＬＢＡ２０１８年度第１期申込締切 

８月９日～ 

    １０日 

第２１回近畿学校図書館夏季セミナー（和歌山

県） 

８月８日～ 

   １０日 
第４１回全国学校図書館研究大会（富山県） 

１１月１４日 ＳＬＢＡ２０１８年度第２期申込締切 

 ２月７日～ 

    ８日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第６４回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月２２日 ＳＬＢＡ２０１８年度第３期申込締切 

 ３月１日 『福井県の学校図書館 第６４号』発刊 

 ４月～ ９月 
第４４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６４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３０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 中村 弘之） 

 

各図書館 

４月 
移動図書館車「フェニックス

号」稼働開始 

福井市立みどり図 
書館 

 

４月２３日 
子供の読書活動優秀実践図書
館 文部科学大臣表彰受賞 

福井市立桜木図書
館 

 

５月１１日 「シニア悠々コーナー」設置  越前市中央図書館  

６月１日 Wi-Fiスポット設置 池田町立図書館  

６月１４日 図書館システム更新  南越前町立図書館 

 
６月 

「福井県立図書館利用ガイド（学

校用）」作成・配布 
福井県立図書館 

 
 
 
 
 
 
 

６月～８月 開館５周年記念事業 
あわら市金津図書
館 

７月７日 「シニア悠々コーナー」設置 越前市今立図書館 

７月１１日 
５年生・専攻科生の貸出冊数改定
（５冊→１０冊） 

福井工業高等専門
学校図書館 

７月１２日 図書館システム更新 池田町立図書館 

７月２５日 ビブリオバトル指導者講習会 敦賀市立図書館 

７月 
学生会館および小浜分館に「新
書・文庫コーナー」設置 

福井県立大学附属
図書館 

８月２１日 視聴覚コーナー設置 
越前町立図書館宮
崎分館 

８～９月 
県内公共図書館利用促進事業 
統一テーマ「国体・障スポ特集」 

県内公共図書館 

９月１日 「どくしょのきろく」通帳発行 池田町立図書館 

９月２０日 認知症サポーター養成講座 越前市中央図書館 

９～１０月 
県内公共図書館利用促進事業 
統一テーマ「幕末明治福井１５０年
博特集」 

県内公共図書館 

１０月２５日 「福井に関する本コーナー」設置 
福井県立大学附属
図書館 

１０月 演習室兼閲覧室（２室）新設 
 敦賀市立看護大学 
附属図書館 

１０～１１月 
展示企画 

「福井仁愛学園創立１２０周年」 

 仁愛大学附属図書 
館 

１１月８日 
複合施設建替えにより新館オー

プン 

 南越前町立今庄図 
書館 

１１月９日 「学校教育応援コーナー」設置 福井県立図書館 

１２月８日 
地元新聞５紙のデジタル化・閲覧
開始 

敦賀市立図書館 

１月１１日 図書館システム更新 福井市立図書館 

                                  平成３１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 三重県 
平成３１年１１月２１日 

～２２日 

全国公共図書館研究集会 

サービス部門、総合・経営部門 
千葉県 

平成３１年１２月１２日 

～１３日 

全国公共図書館研究集会 

児童・青少年部門 
島根県 

平成３１年１１月２８日 

～２９日 

東海北陸地区公共図書館研究集会 富山県 未  定 

東海北陸地区図書館地区別研修 福井県 
平成３１年１０月２９日 

～１１月１日 

日本図書館協会地方講習会 愛知県 未  定 

 

 

≪県内図書館界の動き≫ 
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≪ 平成３０年度県外研修参加状況 ≫ 

 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 

国公私立大学図書館協力委員会（JULIB） 

著作権検討委員会主催 大学図書館シンポジウム 
5/18 東京都 福井工業大学図書館 

Clarivate Analytics 第 6回「学術シンポジウム 日本の研究の底力を

あげる～研究分析現場の実例から」 
6/5 東京都 福井大学附属図書館 

Japan Open Science Summit 2018 (JOSS2018） 6/17-18 東京都 福井大学附属図書館 

平成 30年度図書館司書専門講座 6/18-29 東京都 福井県立図書館 

丸善雄松堂主催 図書館アカデミックセミナー 7/20 東京都 福井工業大学図書館 

国立情報学研究所 2018年度 JPCOARスキーマ説明会 8/6 東京都 福井大学附属図書館 

第 41回全国学校図書館研究大会（富山・高岡大会） 8/8-10 富山県 福井県学校図書館協議会 

第 21回近畿学校図書館夏季セミナー（和歌山大会） 8/9-10 和歌山県 福井県学校図書館協議会 

第 20回（平成 30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 
8/23-24 新潟県 福井工業高等専門学校図書館 

EBSCO Discovery Service(EDS)ユーザ会 2018 

～ディスカバリーサービスとその周辺の効果的な活用について～ 
8/28 大阪府 福井大学附属図書館 

第 79回（2018年度）私立大学図書館協会 研究大会 8/30-31 京都府 福井工業大学図書館 

第 30回日本医学図書館協会北信越地区会研修会 9/3 富山県 福井大学附属図書館 

大学図書館コンソーシアム連合 2018年度版元提案説明会 9/5-6 東京都 福井大学附属図書館 

私立短期大学東海・北陸地区図書館協議会研修会 9/14 富山県 仁愛女子短期大学附属図書館 

平成 30年度国立大学図書館協会東海北陸地区助成事業シンポジウ

ム 
9/20 石川県 福井大学附属図書館 

図書館等職員著作権実務講習会 9/27-28 京都府 
美浜町立図書館 

福井県立図書館 

平成 30年度東海・北陸地区公共図書館研究集会 10/12 岐阜県 福井県立図書館 

私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会 電子リソース研究

会 
10/19 愛知県 福井工業大学図書館 

第 104回全国図書館大会 東京大会 
10/19-20 

東京都 

おおい町立大飯図書館 

福井県立図書館 

10/20 仁愛女子短期大学附属図書館 

2018年度全国視覚障害者情報提供施設大会 10/25-26 岐阜県 
福井県視覚障害者福祉協会情報提供

センター 

第 20回図書館総合展 10/30-31 神奈川県 

福井大学附属図書館 

鯖江市図書館 

池田町立図書館 

児童文学連続講座 11/5-6 東京都 福井県立図書館 

日本図書館協会地方講習会 11/8 富山県 福井県立図書館 

平成 30年度図書館地区別研修（東海・北陸地区） 11/13-16 愛知県 福井県立図書館 

平成 30年度全国公共図書館研究集会 

（サービス部門 総合・経営部門） 

11/29 

石川県 

大野市図書館 

11/29-30 

鯖江市図書館 

美浜町立図書館 

福井県立図書館 

若狭図書学習センター 

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 
11/29-30 三重県 

福井県視覚障害者福祉協会情報提供

センター 

平成 30年度 第 37回 音訳指導員講習会 12/6-7 大阪府 
福井県視覚障害者福祉協会情報提供

センター 

平成 30年度北陸地区図書館職員研修会 12/19 石川県 
若狭町立図書館 

福井県立図書館 

第 16回日本古典籍講習会（平成 30年度） 1/22-25 東京都 越前市中央図書館 

点字担当職員研修会 1/31 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 30年度国立大学図書館協会東海北陸地区助成事業研修会 2/15 静岡県 福井大学附属図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会点訳担当職員研修会 2/21-22 愛知県 
福井県視覚障害者福祉協会情報提供

センター 

JPIC読み聞かせサポーター実践講座 2/23 京都府 美浜町立図書館 

 


