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福井市下馬町５１－１１ 
福井県図書館協会報 Ｎｏ.４８   県立図書館内 福井県図書館協会 発行  

お 泉 水 
２０１８年３月  

 平成 29年度私立大学図書協会総会・研究大会 

「学術情報のオープン化と大学図書館」 

平成２９年８月３１日から２日間、大阪市で開催された「私

立大学図書協会総会・研究大会」に参加した。 
この大会では、学術情報のオープン化、オープンサイエンス

が主なテーマとして取り上げられた。 
最初に、文部科学省学術基盤整備室長より、「学術情報のオー

プン化政策について」と題して、オープンサイエンスの最近の

動向、科学技術・学術審議会学術文化会学術情報委員会「学術

情報のオープン化の推進について（審議のまとめ）」における研

究成果公開についての基本的方策、これからの大学図書館のあ

り方について説明があった。 
「学術情報のオープン化と大学図書館」と題したパネルディス

カッションでは、研究データのオープン化へ対応が目前の課題

であること、研究論文のオープン化と研究データのオープン化

は分けて考えるべきこと、個々の図書館で行うより全国的に連

携し集合的に対応することにより、研究データを安全に共有で

きる学術情報システムを再構築する必要があることなどが強調

されていた。       （福井工業大学図書館 荒木 弘之） 

 

講演会「子どもが出会う最初の絵本」 

１０月２９日（日）、近江八幡図書館（滋賀県）にて田中秀治 
氏（元福音館書店専務取締役、「こどものとも０．１．２」に創 
刊から編集に携わられた）による幼年期・学齢期につながる赤

ちゃん絵本についての講演会を聴講した。 
子どもは、３歳くらいまでが知識より感性を育てる大切な時

期である。大人は抽象的な絵本を苦手だったりするが、幼い子

は色や形のおもしろさがストレートに入ってくるから楽しめる。

赤ちゃん絵本（「こどものとも０．１．２」）は言葉を少なくし

てあるので、読んであげる大人が言葉を足して、赤ちゃんをか

わいがる言葉をたくさんかけてあげてほしい。言葉の世界で楽

しんだ経験をたくさん持って育った子どもたちは、言葉を好き

になり、言葉を信じるようになる。だから言葉でどれだけ楽し

んだかが大事。言葉は相手に伝える・相手から受け取るものと、

何かを考えるとき・想像するときのように自分の中のものがあ

る。言葉が豊かだと、考えや表現が豊かになる。  大人がちゃんとした目で選んだ本を伝えていくことが大切で
あり、その子にとって二度と来ない幼い時期を一緒に楽しんで

ほしいと語られていた。    （敦賀市立図書館 中川 恵里） 

第３回医療・健康情報サービス研修会 

１月２３日（火）・２４日（水）大阪大学銀杏会館において開

催された日本医学図書館協会主催の上記研修会に参加した。 

参加者は、一般市民への医療・健康情報サービスに関心をも

つ公共図書館、大学図書館、病院図書室などの職員４５名。  内容は、講義やグループ討議を通して、図書館での医療・健
康情報サービスに必要な基礎的知識や技能の習得を図るという

ものであり、具体的には、レファレンスや情報評価、選書、診

療ガイドラインなどについて学んだ。レファレンスの基本ツー

ルや情報評価の手法などを再確認できたほか、当館が近年収集

開始した診療ガイドラインは、診療ガイドラインの作成に参画

する専門家から直接話をきけたことで、より深く理解すること

ができた。 

全体的に、講義よりもグループ討議や情報交換に重点が置か

れ、他館の事例や異なる立場からの多様な意見を聞くことがで

き、関係者と交流も図れるなど、実りの多い研修だった。 

今後は、関係資料の充実や関係団体との連携を図るとともに、

職員研修などを通じて、館全体の医療・健康情報サービスの向

上に努めていきたいと思う。  （福井県立図書館 吉川 千鶴） 

 

 

平成２９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）・北日本図書館連盟研究
協議会 
１１月３０日（木）、１２月１日（金）の両日、仙台市の東京

エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）で開催された上記の

研修会に参加した。 
跡見学園女子大学文学部 植松貞夫教授の基調講演から始ま
った研修会は、１３０名以上が参加する大規模なもので、兵庫

県伊丹市立図書館「ことば蔵」の綾野昌幸館長、山形県新庄市

立図書館の髙橋一枝館長、秋田県鹿角市立図書館の小林光代館

長が、事例発表とパネルディスカッションを行った。  
どの館も少ない予算の中、地域の人びとの協力によって、多

様な活動をされている様子が伺えた。 

パネルディスカッションでは、指定管理者制度を導入してい

る館と、導入していない館、両方の立場からの意見が出され、

地域の人との関わり、街づくりとの関わり等、図書館の多様化

する社会的役割についても話題となった。  （福井県立図書館 高村 美由紀） 

 



 

  
若狭町立図書館リブラ館リニューアルオープン 

若狭町立図書館三方館は、平成２９年４月８日（土）に若狭町立図書館リブ

ラ館としてリニューアルオープンした。 

図書館リブラ館は、「リブラ若狭」という複合施設の中にあり、中央公民館、

三方公民館、図書館、三方子育て支援センターで構成されており、地域住民の

交流や地域活動を促進するための拠点施設となっている。 

リブラ若狭の名称である「リブラ」とは、「リラックス」「ライブラリー」

「ラブリー」の３つの意味を含み、子どもから大人まで快適に利用できる複合

施設を表している。 

図書館部分は、リニューアルオープンに伴い、１階と２階とに分か

れていた蔵書スペースを 1階にまとめるとともに、全館バリヤフリー

とし、利用者にとって利用しやすい、優しい施設となった。 

また、福井県や若狭町に関係する書物や縁のある人物に関する書籍

を揃えた「ふるさと文庫」、靴を脱いで絵本や紙芝居を楽しめる「こ

どもひろば」、学生から大人まで集中して学習できる「楽習室」、ゆ

っくりとくつろげる「ふれあいルーム」がある。 

こどもひろばで、毎月第４土曜日の午後２時からは、図書館ボランティア「虹の会」の絵本よみきかせ会を開催している。 

おかげさまで１０周年 福井市立桜木図書館 

桜木図書館は、ＪＲ

福井駅東側の手寄地区

第一種市街地再開発事

業により建設された複

合施設アオッサの４階

に、平成１９年４月１

９日に開館した。この

場所は、福井城の南東

に位置し、建設時の発掘調査により一つの城門址が確認され、

松平文庫所蔵の「福井城下絵図」によると、桜木御門があっ

た場所に相応することから図書館名の由来となった。 

 福井市中心市街地の交通結節点に立地することから、福井

市在住、通勤・通学者はもちろん、ビジネスや観光で福井を

訪れる方々の利用も多く、福井県内事情を記載した地域資料

をはじめ所蔵する多くの図書館資料は、情報提供の場として

の機能を発揮している。 

 近年は、隣接関連部署で行われる講座・集会会場へ、参考

となる図書の出張展示・貸出を行うなど、更なる図書館利用

者層の開拓、集客を見込んだ行事の企画・運営に努めている。

昨年１２月１０日（日）には、１０周年を記念して小路幸也

氏を講師に招き作家講演会を行った。小路氏の軽快な語りと

バラエティに富む内容で参加者から好評を得た。 

 今後も地域の実情に即応したサービス提供、図書館活動の

展開にさらに励みたい。 

鯖江市文化の館２０周年の１年間 

鯖江市文化の館は、平成２９年に開館２０周年を迎えた。

この節目の年をどう過ごすか職員間で話し合ったところ、１

年間を通して複数のイベントを実施することで、あらゆる世

代の利用者に楽しんでもらい「文化の拠点施設」としての当

館の存在を改めて実感してもらえるような１年間にしよ

う！ということになった。 

このことから、通常業務に加えさまざまな準備が発生し、

当館職員は１年間本当に大変だったと思う。 

『アンサンブルリュネット・文化の館２０thおめでとう

コンサート』では、「文化の館のお誕生日をいっしょにお祝

いしよう」というコンセプトのもと、参加者１５０名分の旗

を手作りしたり、『夜の図書館～図書館Ｘからの挑戦状～』

では、真っ暗な図書館を懐中電灯で探検してもらうため、夜

の図書館でリハーサルを繰り返したり…。１年間、毎日が“文

化祭前日”のような日々を送り、その甲斐あってか、どの世

代の方からも「とても楽しかった」「感動した」というお声

を多数頂戴した。 

今回、「周年事業」という冠のもと、当館初となる試みを

数多く経験でき、今後当館が継続的に行っていく活動にとっ

ても様々な可能性を見出すことができた。とても充実したよ

い１年間を過ごせたと感じている。 

福井県立図書館１５周年 

平成３０年２月１日に、県立図書館移転開館および文書館

開館１５周年･ふるさと文学館開館３周年を迎えた。これを

記念して、講演会、本の特集、展示、グッズプレゼント等、

年明けから２月までの２ケ月間、いろいろな事業を開催した。 

メインの講演会では、早稲田大学の小原淳准教授が、「第

一次世界大戦はいかにして始まったか」というテーマで、当

時の政治事情や歴史背景、新たな見解等を解りやすく語り、

参加者からは、「興味深かった」「歴史を学ぶことの大切さ

を改めて感じた」等々、数多くのお声を頂戴し、大変有意義

なものとなった。 

しかし、３７年ぶりの豪雪のため、いくつかの行事は延

期・中止となり、今後も長く記憶に残る１５周年となった。 

所  在  地 三方上中郡若狭町中央１－２ 

竣工年月日  平成２９年４月８日 

延 床 面 積   ６７０．７６㎡ 

書架総延長  ８１７ ｍ 

図書収容能力  ５万 冊 

開館年月日  平成２９年４月８日 
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福井県図書館協会 

５月３１日 平成２９年度総会 

９月1日 

福井県図書館関係職員研修会（第１回） 

 テーマ「ストーリーテリング」 

 講 師:伊藤 明美 氏（元浦安市立中央図書館） 

１０月３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「図書館の現状と展望」 

 講 師：糸賀 雅児 氏（慶応義塾大学名誉教授） 

１１月 
平成３０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 

１２月８日 

福井県図書館関係職員研修会（第３回） 

テーマ「図書館サービスと著作権」 

 講 師：南 亮一 氏 

（元日本図書館協会著作権委員会委員） 

３月 協会報「お泉水」No.４８発行 

 

福井県学校図書館協議会 

５月１８日 福井県学校図書館協議会理事会 

 ６月１２日 福井県学校図書館協議会推進委員会 

 ６月１５日 全国学校図書館協議会第７回総会 

 ７月中旬 ＳＬＢＡ２０１７年度第１期申込締切 

８月７日～ 

８日 
全国学校図書館夏季セミナー（京都府） 

９月２７日  
平成３２年度第２２回近畿学校図書館夏季セミナ

ー福井大会準備委員会 

１０月中旬 ＳＬＢＡ２０１７年度第２期申込締切 

 ２月８日～ 

    ９日 

都道府県ＳＬＡ事務局長会議 

第６３回青少年読書感想文全国コンクール表彰式 

 ２月中旬 ＳＬＢＡ２０１７年度第３期申込締切 

 ３月１日 『福井県の学校図書館 第６３号』発刊 

 ４月～ ９月 
第４３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６３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２９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１日 

「福井医療短期大学図書館」か

ら「福井医療大学メディアセン

ター」に名称変更 

福井医療大学 

メディアセンター 
 

４月１日 
ホームページに「読書マラソ

ン」「My本棚」機能を新設 
敦賀市立図書館 

 

４月１日 
新着資料の貸出冊数を３冊から５

冊に改定 

越前市中央・今立

図書館 

４月 1日 
DVD の貸出および雑誌の予約

受付開始 
美浜町立図書館   

  
 
 

４月 リニューアルに向けた事業開始 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 
小浜市立図書館 

５月３０日 学生会館に新聞コーナー設置 
福井県立大学附属

図書館 

６月１日 
リニューアルに伴い「三方館」か

ら「リブラ館」に名称変更 

若狭町立図書館リ

ブラ館 

６月１5日 図書館再整備企画委員会発足 池田町立図書館 

７月 
大学連携センターF スクエアに

「本の返却ポスト」を設置 
県立図書館 

７月１３日 
学生会館に新書・文庫コーナー設

置 

福井県立大学附属

図書館 

７月２２日 
『文化の館20thおたんじょうびおめ

でとうコンサート』開催 
鯖江市図書館 

７月２６日 
国立国会図書館デジタル化資料

送信サービス開始 

仁愛大学附属図書

館 

７月～８月 夏休み開館時間延長実施 
福井市立・みどり図

書館 

８月１１日 「聞蔵Ⅱビジュアル」利用開始 敦賀市立図書館 

９月 
県内大学・短大・高専図書館９館で

返却サービスを開始 

県内大学・短大・高

専図書館 

県立図書館 

９月１日 
県外協力便（石川・富山・岐阜・愛

知県）への参加開始 

仁愛女子短期大学

附属図書館 

９月３日 福井県合同読書会講演会 県立図書館 

１０月１日 
国立国会図書館デジタル化資料

送信サービス開始 

福井県立大学附属

図書館 

１０月１８日 

１０月２７日 

福井県公共図書館相互貸借担当

者会（嶺北 10/1８・嶺南 10/2７） 

県立図書館、若狭

図書学習ｾﾝﾀｰ 

１０月２４日 
館内で音楽放送開始（昼休みと放

課後） 

福井工業高等専門

学校図書館 

１０～１１月 
県内公共図書館合同企画 

「セリフで選ぶ物語」 
県内公共図書館 

１１月１８日 第４１回奥越合同読書会 勝山市立図書館 

１１月２８日 
新規移動図書館車導入。１２月運

行開始 

福井市立みどり図

書館 

１２月２４日 
図書館電車（読み聞かせ・本の紹

介）の実施 

福井市立桜木図書

館 

１月 「読書手帳」の配布開始 大野市図書館 

１月 「としょかん冬の本まつり」開催 
越前市中央・今立

図書館 

１月 読書感想画展 開催 
坂井市立春江図書

館 

平成３０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３０年１０月１９日 

～２０日 

全国公共図書館研究集会 

サービス部門、総合・経営部門 
石川県 

平成３０年１１月２９日 

～３０日 

東海北陸地区公共図書館研究集会 岐阜県 平成３０年１０月１２日 

東海北陸地区図書館地区別研修 愛知県 未  定 

日本図書館協会地方講習会 富山県 未  定 

 ≪県内図書館界の動き≫ 
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≪ 平成２９年度県外研修参加状況 ≫ 

研  修  名 開 催 日 場 所 図 書 館 名 
Pro Quest Day 2017 テーマ：「CURATE・SIMPLIFY・CONNECT」 5/17 大阪府 福井大学附属図書館 

情報科学技術協会 研修会・セミナー リンクリゾルバ入門 5/18 東京都 福井大学附属図書館 

平成２９年度図書館司書専門講座 6/12-23 東京都 福井市立桜木図書館 

第３７回児童図書館員養成専門講座 
6/26-7/1 

9/25-10/4 
東京都 福井県立図書館 

学術情報ソリューションセミナー２０１７ 6/27 大阪府 福井大学附属図書館 

２０１７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 
6/30 京都府 仁愛大学附属図書館 

２０１７年度機関リポジトリ新任担当者研修 7/２7-28 東京都 福井大学附属図書館 

２０１７年度サピエ研修会 7/２7-28 大阪府 
福井県視覚障害者福祉協会情報提供

センター 

アカデミックセミナー２０１７ 7/28 大阪府 福井工業大学図書館 

学校図書館夏季セミナー 8/7-8 京都府 福井県学校図書館協議会 

第１９回（平成２９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 8/24-25 新潟県 福井工業高等専門学校 

第２９回日本医学図書館協会北信越地区研修会 8/25 新潟県 福井大学附属図書館 

第７８回 私立大学図書館協会総会・研究大会 ８/31-9/1 大阪府 福井工業大学図書館 

平成２９年度国立大学図書館協会近畿地区助成事業 9/1 和歌山県 仁愛大学附属図書館 

ＥＢＳＣＯワークショップ２０１７ 9/5 東京都 福井大学附属図書館 

２０１７年度版元説明会 9/6-7 東京都 福井大学附属図書館 

図書館等職員著作権実務講習会 9/12-13 東京都 福井大学附属図書館 

２０１７年度私立大学図書館協会西地区部会研究会 9/15 福岡県 
福井工業大学図書館 

仁愛大学附属図書館 

平成２９年度図書館等職員著作権実務講習会 9/28-29 京都府 
福井市立桜木図書館 

大野市図書館 

平成２９年度図書館等職員著作権実務講習会 9/29 石川県 福井大学附属図書館 

２０１７年度中堅ステップアップ研修（１） 
10/1-3 

11/19-21 
大阪府 

福井市立図書館 

美浜町立図書館 

第１０１回全国図書館大会 10/12-13 東京都 福井県立図書館 

２０１７年度日本医学図書館協会近畿地区会 

日本薬学図書館協議会近畿・中四国・九州地区協議会 

近畿病院図書室協議会共催シンポジウム 

10/24 大阪府 福井大学附属図書館 

平成２９年度東海・北陸地区公共図書館研究集会 
10/24-25 

愛知県 

福井県立図書館 

美浜町立図書館 

10/25 越前市中央図書館 

講演会「子どもが出会う最初の絵本」 10/29 滋賀県 敦賀市立図書館 

第１９回図書館総合展 

11/7 

神奈川県 

池田町立図書館 

11/7-8 福井大学附属図書館 

11/7-9 福井工業大学図書館 

平成２９年度東海北陸地区公共図書館地区別研修 
11/7 

岐阜県 
越前市中央図書館 

11/7-10 福井県立図書館 

平成２９年度障害者サービス担当職員向け講座 11/14-16 京都府 
福井県立図書館 

福井市立桜木図書館 

三重県図書館協会研修会「図書館職員専門講座」兼日本図書館協会地方講習会 11/16 三重県 おおい町立名田庄図書館 

平成２９年度東海北陸地区国立大学図書館協会研修会（第２回） 11/20 愛知県 福井大学附属図書館 

全国公共図書館研究集会（サービス部門 総合・経営部門） 11/30-12/1 宮城県 福井県立図書館 

中部ブロック点字図書館等連絡協議会音訳担当サービス担当職員研

修会 
11/30-12/1 静岡県 

福井県視覚障害者福祉協会情報提供

センター 

東海地区医学図書館協議会２０１７年度実務担当者研修会 12/1 愛知県 福井大学附属図書館 

平成２９年度北陸地区図書館職員研修会 12/6 石川県 
福井県立図書館 

永平寺町立図書館 

全国公共図書館研究集会（児童・青少年部門）, 

都道府県立図書館児童サービス担当者会 
1/18-19 大阪府 福井県立図書館 

平成２９年度著作権セミナー 1/19 愛知県 福井工業大学図書館 

医療・健康情報サービス研修会 1/23-24 大阪府 福井県立図書館 

私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会 学生協働フォーラム 2/9 大阪府 福井工業大学図書館 
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