
R5.3.24　更新

令和５年度

Ⅰ　貸出案内

Ⅱ　各種様式

　　貸出申込書・利用報告書

Ⅲ　資料リスト ［別冊－1］

　　１　大型絵本

　　２　しかけ絵本

   　　　（1）しかけ絵本セット 

   　　　（2）しかけ絵本 テーマ別小セット

　　３　エプロンシアター

　　４　パネルシアター

   　　　（1）パネルシアター 

   　　　（2）パネルシアター関連用品

　　５　おはなし迷路

　　６　紙芝居

　　　 　（1）紙芝居（2）大型紙芝居（3）紙芝居関連用品

　　７　藤田浩子のおはなしの小道具セット

　　８　学習支援セット

　　　　 （1）調べ学習支援セット（2）バリアフリーセット

　　　 　（3）SDGsセット            （4）アイヌ文化探究セット

       　 　（5）防災・防犯セット　 （6）縄文文化セット

               （7）科学セット              （8）大地セット

               （9）生き物セット          （10）海・川セット

　　　   （11）虫セット　 　　　（12）宇宙セット

　　９　外国語絵本 ［別冊－２］

北海道立図書館　企画支援課

★ 追加資料あり

★

★

★



Ⅰ　貸出案内

● 利用方法

申込みの流れは次のとおりです。

①　利用したい資料を各リストから選びます。

②　貸出し希望日の2週間前までに様式「事業貸出し申込書」に記入し、

FAXまたはメールで申込みます。

③　申込書に記入された到着希望に合わせ、資料が到着します。

　　　※当館の発送スケジュールにより、到着希望日より前に到着する場合があります。

④　資料を利用します。

◇ 事業実施後には「事業貸出し利用報告書」をご提出ください。

＜ 留 意 事 項 ＞

※学校からの直接申込みの場合は利用登録が必要です。送付先は任意でご指定いただけます。

・利用後の資料返送費用は申込図書館のご負担となります。（道立学校は往復送料とも無料です）

・資料返送時には送付時のバッグやコンテナをそのままご利用ください。

・読書週間前などの混み合う時期は、出来るだけ多くの市町村に利用いただけるよう、

貸出期間や冊数についてご相談・調整させていただく場合があります。

● 事業貸出しとは

  図書館でのイベントを始め、学校・保育所・健診会場等での行事、ボランティア団体の主
催行事などでご利用いただける資料です。
  年間を通じて道立図書館へ直接お申し込みいただけます。どうぞご活用ください。

【 申込み・問合せ先 】

  北海道立図書館 総務企画部 企画支援課
   TEL 011-386-8521　FAX 011-386-6906
   e-mail　shienka@library.pref.hokkaido.jp

・事業貸出し資料は市町村図書館（室）を通じてお申し込み下さい。
　個人からの直接申込みは受け付けておりません。

「事業貸出し利用案内」
資料リストから選択

資料発送
（返却費用は借受館負担）

申込み
（FAX／メール）

http://www.irasutoya.com/2016/03/e.html
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png


● 各種資料のご紹介

２　しかけ絵本セット

３  エプロンシアター（24タイトル）

※株式会社メイトWEBサイト内に、参考となる実演動画があります。

　

　

　　テーマ別小セットは10～15冊のセットです。

　「どうぶつ」「冬・クリスマス」などご希望のテーマを選んでお申し込みください。

　エプロンを舞台に、ポケットから人形や小道具を次々に登場させて行

う人形劇です。実演方法などの解説も付いています。

（http://www.meito.jp/products/products_list_ap.html）

４　パネルシアター

　ネル布のパネルを舞台に、不織布に描いた人形を貼り付けたり動かしたりして、お話や歌あそびなどで活

用します。通常のパネルシアターのほか、ブラックライトを当てると光るブラックパネルシアターも用意し

ています。

※株式会社アイ企画WEBサイト内に、演じ方のポイントがあります。

（http://www.ai-panel.com/about/performs.html）

（２）パネルシアター関連用品（６点）
　白パネルやブラックパネルシアター用の黒パネルのほか、パネル布、パネル用スタンド、ブラックパネル

シアターで使用するブラックライトを用意しています。用品のみの貸出しにも対応します。

（２）しかけ絵本　テーマ別小セット（10テーマ）

（１）パネルシアター（56タイトル）

１　大型絵本（180タイトル）

　大人数の読み聞かせに適した大型の絵本です。「ぐりとぐら」や
「おおきなかぶ」などの定番を中心に取り揃えています。

　ページをめくると立体的に飛び出す、つまみを引くと動く、といった
「しかけ」のある絵本です。

（１）しかけ絵本セット（Ａ～F、Ｙ（幼児向け）セット）

①　30冊を１セットとして貸出します。1冊単位の貸出しは行っていません。

　　Yセットのみ40冊１セットです。

②　同じ資料が複数のセットに含まれている場合があります。

③　破損した資料の補修や差しかえを行うため、リストの資料が揃っていない場

合があります。

ブラックパネルシアター

「おもちゃのチャチャチャ 」

パネルシアター
「あしあとみつけた！」 ブラックライトを当てると光ります。

パネル用スタンド
白パネル
（横110cm×縦80cm）

通常の絵本

大型絵本

「カレーでおんど」

http://www.meito.jp/products/products_list_ap.html
http://www.ai-panel.com/about/performs.html


（1）　調べ学習支援セット（８タイトル）

※YouTube（株）一声社のチャンネルに、実演動画があります。

（https://www.youtube.com/channel/UCJjyZt-K-Qy5pAlMrlWGtTQ）

８  学習支援セット

  図書館の使い方や調べ学習の方法、百科事典の引き方の説明を

図書や紙芝居などで紹介できるセットです。

  希望のタイトルだけ借りることも出来ます。

（2）　バリアフリーセット（１セット24点×３セット）

  障がいの有無に関わらず、すべての子どもたちが読書を楽しむ

ことができる、様々な形態（点字絵本、ＬＬブック、マルチメ

ディアDAISY、布絵本）の資料と、日本国際児童図書評議会

（JBBY）が推薦するユニバーサル児童図書を組み合わせまし

た。選書の参考や啓発のための展示、学校への情報提供などに

ご活用ください。

  おはなしおばさんこと藤田浩子さん考案の小道具キットです。

単独で使えますが読み聞かせの途中で組み込んだりすると効果的です。

6  紙芝居

（1）紙芝居（169タイトル）

　　 サイズ：横37.5ｃｍ×縦26.3ｃｍ

（2）大型紙芝居（14タイトル）

　　 サイズ：横61.9ｃｍ×縦43ｃｍ（一部を除く）

　　昔話から現代のおはなしまで用意しています。

（3）紙芝居関連用品（３種）

７　藤田浩子のおはなしの小道具セット（５セット）

　紙芝居を演じるための舞台もあわせてご活用ください。一般的な紙芝居

の規格（横37.5ｃｍ×縦26.3ｃｍ）と、大型紙芝居の規格（横61.9ｃｍ

×縦43ｃｍ）に対応したものを揃えています。

　一般的な紙芝居の規格に対応したものについては、三面開標準型のほ

か、豪華幕付型も用意しています。

　「あかずきん」などの童話を読みながら迷路を進むポスターです。
　間違った道順をたどると赤ずきんのおはなしが途中から「赤ずぼん」に
なってしまうなど、ユーモアあふれるポスター資料です。
　パネルに入れた状態で貸出します。

5  おはなし迷路（11タイトル）
 サイズ：縦53ｃｍ×横74ｃｍ（パネル含む・一部を除く）

大型紙芝居舞台

マルチメディアDAISY

ＬＬブック

布絵本

通常サイズ紙芝居舞台

https://www.youtube.com/channel/UCJjyZt-K-Qy5pAlMrlWGtTQ
https://www.youtube.com/channel/UCJjyZt-K-Qy5pAlMrlWGtTQ


小学校高学年～中学校向き

中学校～一般向き　

中・高校向き　1セット（約40冊）

幼児～小学校低学年向き　1セット（約30冊）

（6）　縄文文化セット（24タイトル）

小学校～高校向き　2セット（約20冊）

（7）　科学セット（37タイトル）　　科学全般

（8）　大地セット（32タイトル）　　植物・環境

（9）　生き物セット（40タイトル）　陸の生き物（恐竜含む）

（10） 海・川セット（35タイトル） 海や川の生き物・環境

（11） 虫セット（37タイトル）　　 昆虫・小さな生物

（12） 宇宙セット（43タイトル）　 宇宙・空・天気

　地震・台風・津波などの災害に関する資料を中心に、防災・

防犯や安全についてわかりやすく学習できるセットです。絵本

や紙芝居もあり、紙芝居のみの貸出しにも対応します。

　令和３年（2021年）に世界文化遺産に登録された北海道・

北東北の縄文遺跡群。縄文文化や歴史について、知識を深める

ことができる資料のほか、縄文時代を舞台や題材にした絵本や

読み物を取りそろえました。

（7）～（12）

小学校～中学校向き

　サポートブックス「理科読セット」（2022年度までの旧内

容）を分野別にお届けするセットです。

（5）　防災・防犯セット（30タイトル＋紙芝居6タイトル）

（3）　SDGsセット（81タイトル）

各1セット（各約40冊）

　SDGs（持続可能な開発目標）の17の目標に関する資料セッ

トです。

　入門編の小中学生向けと、調べ学習にも対応できる中高生向

けの2種類があります。一般向けの展示にもご活用ください。

（4）　アイヌ文化探究セット（39タイトル）

　調べ学習にも対応できる、絵本から一般書までを幅広くそろ

えました。

※サポートブックス「アイヌ文化はじめてセット」とは内容や

申込み方法が異なります。

必要な分野だけ選んで

借りることができます！



（1）　言語別絵本（365冊）

（２）　Sonrisa（ソンリーサ）シリーズ（69冊、付属CD）

各セット内容の詳細については、別冊を参照ください。

□　図書館ポータル

情報共有ファイル＞ファイル一覧

＞ 道立からのお知らせ  ＞ 令和５年度（2023年度）図書館活動支援事業

（https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/about/qji1ds0000000td2.html）

９  外国語絵本

□　北海道立図書館ホームページ

サービス案内 ＞ 図書館協力サービス ＞ 図書館活動支援事業について ＞ 図書館活動支援事業案内

■　北海道立図書館WEBサイト

  英語、中国語、韓国語、ロシア語、フランス語、ド

イツ語、イタリア語、スペイン語の８か国語の絵本

を利用いただけます。日本で出版されている絵本の

原書やしかけ絵本などもあります。一括でのご利

用、またはご希望の言語や冊数を指定して借りるこ

ともできます。

　丸善メイツから1991年に出版された、世界各国

の外国語絵本シリーズです。絵本それぞれに翻訳

カードが付いているほか、抄訳本や付属のCDも借り

ることができます。

※貸出準備中です

（６月以降貸出開始予定）

https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/about/qji1ds0000000td2.html


次の資料を借り受けたいので申し込みます。

※

１　希望する資料の種類を選択してください。（○を記入）

２　資料の種類、リストNo.、タイトル等を記入してください。

様式６ 北海道立図書館　企画支援課　行

ＦＡＸ　０１１－３８６－６９０６

メール　shienka@library.pref.hokkaido.jp 年　　　 月　 　　日

令和5年度（2023年度）北海道立図書館　図書館活動支援事業　支援貸出事業

事業貸出し申込書（兼ＦＡＸ送信票）

所属（図書館名・学校名等） 　

事業（行事・授業）の実施期間 月　　日（　　）～　　月　　日（　　）

借受けを希望する期間
月　　日（　　）～　　月　　日（　　）

※準備期間や後片付け等を含めた必着日でご記入ください。
　発送日は原則毎週火曜日、金曜日です。

FAX番号 　

メールアドレス① 　

メールアドレス② 　

担
　
当
　
者

職・氏名（ふりがな） 　　　　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　）

電話番号 　
電話のある場所【選択】

　

利用する事業（行事・授業単元等）

↓ ↓

1      大型絵本 8(3)-1  SDGsセット（小・中学校向き）

送
付
先

宛　名 送付先担当者（　　　　　）

住　所 （〒　　　　　）

電話番号

4(1) パネルシアター 8(5)      防災・防犯セット ※紙芝居を２に記入

4(2) パネルシアター関連用品 8(6)      縄文文化セット

2      しかけ絵本セット 8(3)-2  SDGsセット（中・高校向き）

3      エプロンシアター 　 8(4)      アイヌ文化探究セット

6(2) 大型紙芝居 8(9)      生き物セット

6(3) 紙芝居関連用品 8(10)    海・川セット 

5      おはなし迷路 8(7)      科学セット

6(1) 紙芝居 8(8)      大地セット

8(2) バリアフリーセット 9           外国語絵本

資料の種類 リストNo. タイトル等 備    考

7      藤田浩子のおはなしの小道具セット 8(11)    虫セット 

8(1) 調べ学習支援セット 8(12)    宇宙セット

※　原則として「借受けを希望する期間」の開始日 ２週間前まで にお申し込みください。

※　事業終了後、「事業貸出利用報告書」をご提出願います。（可能な範囲で写真等も、電子データでご提供願います。）
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提出先：北海道立図書館　企画支援課

メール　shienka@library.pref.hokkaido.jp
ＦＡＸ　０１１－３８６－６９０６

　

事業の様子

添付資料

・事業に関して、写真やPRポスター・チラシ、図書館だよりなどの広報物、要項、
　新聞記事の写し等をぜひご提供ください（可能な範囲で、電子データでご提供願います。）

・ご提供いただいた資料は活動の記録・広報に使用させていただく場合があります。

利用した資料名

事業名

事業の実施期間 月　　日（　　）　～　　月　　日（　　）

参加者数 大人　　　　人 子ども　　　人

担
当
者

職・氏名（ふりがな） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

電話番号 　

メールアドレス 　

施　設　名

年　　　 月　 　　日

事業貸出し利用報告書

市　町　村　名

写真 ポスター・チラシ 図書館だよりなどの広報物 新聞記事要項

その他（ ）



事業貸出し利用案内

（貸出案内・各種様式）

　令和５年（2023年）３月　

北海道立図書館総務企画部企画支援課

TEL  011-386-8521

FAX  011-386-6906

https://www.library.pref.hokkaido.jp/

 e-mail　shienka@library.pref.hokkaido.jp

市町村立図書館等活動支援誌『あけぼのつうしん』

道内各地の図書館活動や、これまで実施した支援事業を掲載しています。

当館WEBサイトで公開しています。
（https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/publish/qulnh00000000ey1.html）

『あけぼのつうしん』では事業貸出し資料の活用事例の紹介や、資料の新規追加を

お知らせしています。

情報をお寄せください

事業貸出し用資料として購入を希望する資料の情報を受け付けています。

企画支援課あてメールまたはFAX、電話等で情報をお寄せください。

寄せられた情報は、今後の資料整備の参考とさせていただきます。

※ 購入をお約束するものではありません。

！注意
図書館ポータル掲載の「北海道立図書館協力ハンドブック」における「リクエスト」とは
異なります。

https://www.library.pref.hokkaido.jp/

