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当館所蔵の貴重な資料を紹介する新聞記事が令和３年４月２３日から５月１９日まで
北海道新聞［江別版］に連載され、さらに普段目にすることの少ないこれらの資料を館
内の特設コーナーで展示しました。
（関連記事については特集１をご覧ください。
）

▶ にれ「敷地内の植物とともに」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～２
▶ 特集１「北海道新聞に『道立図書館お宝登場』を連載」・・・・・・・３～４
▶ 特集２「図書館情報システムの更新について」
・・・・・・・・・・・５～６
▶ 特集３「イチオシ！ 購入資料のご紹介」
・・・・・・・・・・・・・７～８
▶ 特集４「イチオシ！ おすすめ資料のご紹介」
・・・・・・・・・・・・・９
▶ 図書館紹介「図書館開館１．５周年にあたって」
・・・・・・・・１０～１１
▶ 活動報告
「連携事業」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
「展示を振り返って」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３～１６
▶ 最近の出来事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
▶「蔵書リクエスト～全道どこからでも！～」
・・・・・・・・・・・・・ １８
▶ 令和３年度（２０２１年度）上半期の事業一覧・・・・・・・・・・・１９
▶ 掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

に れ

「敷地内の植物とともに」
北 海 道 立図 書 館長

宇田

賢治

アオダモ、イチイ、イヌエンジュ、オニグルミ、クロマツ、シラカバ、スズカケノキ、ドウ
ダンツツジ、ハンノキ、ポプラ、ミズキ、ヤマツツジ。昼休みに、当館敷地内を歩いて見つけ
た、樹名表示板が付けられている樹木です。
敷地内で一番大きく目に付くのがポプラです。青空に向かって２本、堂々とそびえている風
景は北海道らしさ満点で、酪農学園大学附属とわの森三愛高校の礼拝堂の十字架を借景にする
と、異国情緒まで感じると言ったら、ややおおげさでしょうか。

（北海道立図書館 前庭 令和３年８月撮影）

「 ポプ ラの 語源 はラ テン 語
populus（人民）で、ローマ市民が
この木陰で集会を開いたといわれ、
古くは家々の前庭に植えられた。
」
と、平凡社の『世界大百科事典』
には解説されています。これらの
樹木について、『牧野日本植物図
鑑』などを使って、さらに詳しく
調べることができるのは、図書館
ならではの楽しみでしょう。
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およそ３万平方メートルの敷地内では、芝生の中にタンポポ、シロツメクサが花を咲かせる
ほか、正面玄関前にはマリーゴールドとサルビアがきれいに植えられ、通路をはさんだ花壇で
は、ラベンダーやユリも観賞できます。
コロナ禍であっても、春夏秋冬と季節は巡り、植物たちは花を付け、葉を茂らせ、やがて色
づき、そして葉を落とすという自然のサイクルは変わることはありません。
図書館が本を収集し、保存し、利用に供し、そしてまた新たな本が生まれたら収集していく
ということも、どこか植物が見せる自然のサイクルに似たようなところがあるのかもしれませ
ん。そういえば、本の用紙も植物から作られています。
この巻頭言の「にれ」というコーナー名も、北１条通りの旧館前に大きな楡の木があったこ
とが由来と聞いています。図書館と植物の縁は思いのほか深く、人間が創り出した図書館とい
う装置も、実は自然という大きな仕組みの中で生かされているのでしょう。
木陰で本を読むのは気分がいいものですが、電子書籍などのデジタル・コンテンツをスマホ
やタブレットで読んだ後も、のんびりと木や草花を眺めて、目と心を癒やしてみてはいかがで
しょうか。
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特集 1

北海道新聞に『道立図書館お宝登場』を連載
このたび、北海道新聞江別支局とのコラボレーションにより、当館で所蔵する貴重な資料を紹介
する新聞記事の連載が実現しました。
この連載記事『道立図書館お宝登場』は、４月２３日の第 1 回か
ら、
５月のゴールデンウィークを挟み５月１９日まで北海道新聞[江
別版]に全１０回にわたり掲載され、
感染症対策によりステイホーム
を余儀なくされた多くの方々に当館の貴重な資料を紹介する良い機
会となりました。執筆には、
“お宝資料”への思い入れも含めて当館
司書があたり、各回（第２回以降）を担当したことも特筆されます。
また、普段は書庫の奥で大切に保管され、書庫ツアーの時でしか
お目にかかれないこれらの“お宝資料”をこの機会に見ていただく
ために、一般資料閲覧室内に特別展示コーナーを設けて資料展示も
行いました。当初は５月末までとしていましたが、臨時休館を挟ん
で最終的に７月末まで開催することになり、多くの方にご覧いただ
くことができました。
連載記事で紹介した“お宝資料”については、当館ホームページ
の展示リストをご覧ください。
https://www.library.pref.hokkaido.jp/ 「トップ＞調べもの＞展示リスト」

北海道立文書館からお借りした素敵な展示ケースに並べられた“お宝資料”の数々

（北方資料サービス課）
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北海道新聞[江別版] 連載記事『道立図書館お宝登場』 掲載一覧
第 1 回 栗田文庫 世相、風俗 誌面に息づく
2021/04/23 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊） 16 ページ
第 1 回 栗田文庫 世相、風俗 誌面に息づく
2021/04/23
[地域の話題
江別]） 16 ページ
第２回
商業界北海道新聞朝刊地方（札幌近郊
小売り、流通の業界誌
（執筆担当：企画支援課長
宮本 浩）
2021/04/24 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊） 16 ページ
第２回 商業界 小売り、流通の業界誌
2021/04/24
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊
[地域の話題
江別]） 16 ページ 吉原 和夏子）
第３回
のぼり窯
野幌の工場 変遷描く
（北方資料室長（執筆時）
2021/04/28 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊） 16 ページ
第３回 のぼり窯 野幌の工場 変遷描く
2021/04/28
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊
16 ページ
第４回
江差の繁次郎兄
版画用い凝った作り [地域の話題 江別]）
（一般資料室長
桑原 裕子）
2021/05/01 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊） 14 ページ
第４回 江差の繁次郎兄 版画用い凝った作り
2021/05/01
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊
[地域の話題
江別]） 14 ページ
第５回
講談社の絵本かちかち山
戦前、戦後で編集一変
（一般資料サービス課企画主幹
原 美
代子）
第５回
講談社の絵本かちかち山
戦前、戦後で編集一変
2021/05/08
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊）
16 ページ
2021/05/08 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊 [地域の話題 江別]） 16 ページ
第６回 北海道主要樹木図譜 才が集結 精緻な図

（北方資料サービス課長 一戸 泰）

第６回
北海道主要樹木図譜
才が集結 精緻な図
2021/05/11
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊）
16 ページ
2021/05/11 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊 [地域の話題 江別]） 16 ページ
第７回 ゑぞ・まめほん 用紙や装丁にも趣向

（企画支援課企画主幹 西岡 祐子）

第７回
ゑぞ・まめほん
用紙や装丁にも趣向 18 ページ
2021/05/13
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊）
2021/05/13 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊 [地域の話題 江別]） 18 ページ
第８回 煉瓦博士のミニ講座 赤れんがまめ本 76 の話題 うんちく （企画支援課企画主幹
第８回
赤れんがまめ本 76 の話題 うんちく
西岡 煉瓦博士のミニ講座
祐子）
2021/05/15 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊）
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊 [地域の話題
2021/05/15
14 ページ 江別]） 14 ページ
第９回
第９回 サザエさんとわかめちゃん
サザエさんとわかめちゃん サザエさん絵本
サザエさん絵本 長谷川町子
長谷川町子 初期作品
初期作品 （一般資料サー
2021/05/18 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊
[地域の話題 江別]） 14 ページ
ビス課主査
今野 徹）
2021/05/18 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊） 14 ページ
第１０回 和洋バター料理之栞（しおり） 販路拡大へ料理多彩
北海道新聞朝刊地方（札幌近郊
[地域の話題 江別]）
16 ページ
第2021/05/19
10 回 和洋バター料理之栞
（しおり） 販路拡大へ料理多彩
（利用サービス部長
伊藤 信彦）
2021/05/19 北海道新聞朝刊地方（札幌近郊） 16 ページ
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特集２

図書館情報システムの更新について
３月８日、北海道立図書館の新システムが稼働しました。６年ぶりとなる今回の更新では、オン
ライン上でできる仮利用登録、貸出延長等の機能が追加されたほか、当館ホームページや北方資料
デジタルライブラリー等のウェブコンテンツも大きくリニューアルし、さらに使いやすく便利にな
りました。
また、道議会図書室とシステム統合を行い、８月からは、当館ホームページの蔵書検索から道議
会図書室の蔵書検索もできるようになりました。

■新ホームページのトップページ
ウェブアクセシビリティに配慮し、ピクトグラムを多く使用するなど、シンプルでわかりやすい
ウェブサイトを目指しました。
また、スマホやタブレットなど、パソコン以外のあらゆる端末でも見やすいよう、レスポンシブ
デザインを採用しているのが大きな特徴です。
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■新機能１ 仮利用登録機能
当館ホームページの「仮利用登録申込み」から、事
前に利用登録申請ができます（再発行を除く）
。
仮登録すると、５件まで本の予約ができます。
申請から１０日以内に仮登録申込番号を記載したも
の、現住所と氏名が確認できるものをご用意いいただ
き、
直接来館するか郵送で必要書類をお送りください。
本登録手続きが完了しだい利用者カードを発行します。

詳しいご案内を以下のページに掲載しています。

・サービス案内＞利用案内＞初めての方へ
https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/guide/qji1ds0000000453.html#s1
・仮利用登録申込み（申請はこちらから）
https://www.library.pref.hokkaido.jp/wo/usr_ext/agree

■新機能２ 貸出延長機能
ウェブ上で、一回のみ貸出期間の延長ができるようになりました。
ホームページの「利用者ポータル」にログイン後「貸出状況」を開き、貸出延長ボタンを押すと、
クリックした日から１４日後が返却期限になります。
ただし、道立図書館・道議会図書室・自宅以外で受け取った本、延滞本がある、予約が入ってい
る、すでに一度延長している、他の図書館から借り受けた本、いずれかに当てはまる場合は延長で
きませんのでご注意ください。
・インターネット予約貸出サービスとは＞貸出延長手続きの方法
https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/service/reserve/index.html#s2
・貸出延長申込みは、電話でも受け付けています。
TEL ０１１－３８６－８５２１（代表）
（一般資料サービス課）
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特集３

イチオシ！ 購入資料のご紹介
■Ｆａｃｅｂｏｏｋ・Ｔｗｉｔｔｅｒで新刊案内をしています！
道立図書館では、令和２年（２０２０年）２月にＦａｃｅｂｏｏｋの公式アカウントを開設して
以降、週に２冊おすすめの本の紹介を行っています。クスっと笑える面白い本からしっかり学べる
真面目な本まで、老若男女たくさんの人に楽しんでもらえるよう、様々なジャンルの本を厳選して
紹介しています。また、新刊案内の記事は、ＦａｃｅｂｏｏｋだけでなくＴｗｉｔｔｅｒからもご
覧いただけます。
「何を読んだら良いかわからない」
「いつもと違うテイストの本が読みたい」そん
な時には、本選びの参考に当館ＳＮＳの記事をご活用ください。
Ｆａｃｅｂｏｏｋの開設から令和３年６月末までに紹介してきた１００冊以上の本の中から、リー
チ数（※）が多かった記事を振り返ります。

※リーチ数＝記事を閲覧したユーザー数

第１位（リーチ数：３８５）
『ギリシャのごはん うちで楽しむ、とっておきレシピ６５』
アナグノストゥ直子著,イカロス出版,２０２０年８月刊
ギリシャ料理と言われて何を思い浮かべますか？ ギリ
シャ在住の作者が定番料理から地方の料理まで、多種な
レシピを紹介した本です。 ２０２０年１０月９日投稿
第２位（リーチ数：２７２）
『文鳥のヒミツ』
海老沢和荘著,グラフィック社,２０２１年３月刊
可愛らしい文鳥の体やしぐさのヒミツを解説。飼育に必
要な情報はもちろん、いざという時に役立つ文鳥の病気
や応急処置についても掲載した、文鳥の専門医による文
鳥本です。

２０２１年５月１日投稿
第３位（リーチ数：２５６）
『猫が食べると危ない食品・植物・家の中の物図鑑』
服部幸監修,ねこねっこ,２０２１年３月刊
チョコレート、イチイ、チューリップ、この中で猫が食
べると危ないものはどれでしょう？（答え：３つとも毒
です！）猫にとっては危ない身近なものを紹介します。
２０２１年５月１４日投稿
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第４位（リーチ数：２２３）
『見えないスポーツ図鑑』
伊藤亜紗ほか著,晶文社,２０２０年１０月刊
視覚障がい者の方々にスポーツの臨場感をどう伝えるか
から始まった「研究」
。各スポーツの経験者を交え、ス
ポーツを「翻訳」する工程は、実際にやってみたくなり
ます。

２０２０年１２月２２日投稿

第５位（リーチ数：２１８）
『世界でいちばん虚無な場所』
ダミアン・ラッド著,柏書房,２０２０年４月刊
黙示峰、破滅町、自殺森、飢饉港……。Ｇｏｏｇｌｅ
マップで著者が見つけた悲しい地名を取り上げ、その裏
に隠された物語を紹介しています。日本からの行き方と
所要時間、費用も記載あり。２０２１年４月１６日投稿

リーチ数の多い記事５位以降のランキングは次のとおりです。
No
1
2
3

4
5
6
7
8
9

9

請求記号
596.23
G
646.8
B
645.76
NE
780
MI
290.34
SE
493.6
TE
289.1
TA
019.53
I
280.4
U
519.7
KO

タイトル
ギリシャのごはん
文鳥のヒミツ

著者名
アナグノストゥ直
子‖文・写真
海老沢/和荘‖著

出版者
イカロス
出版
グラフィ
ック社
ねこねっ
こ

出版年
2020.8

投稿日
2020/10/9

リーチ数
385

2021.3

2021/5/1

272

2021.3

2021/5/14

256

猫が食べると危ない食
品・植物・家の中の物図
鑑
見えないスポーツ図鑑

服部/幸‖監修

伊藤/亜紗‖著

晶文社

2020.10

2020/12/22

223

世界でいちばん虚無な
場所
テレワーカーズ「1 分」
ストレッチ
わたしは銭湯ペンキ絵
師
今だから読みたい絵本

ダミアン・ラッド
‖著
田中/千哉‖著

柏書房

2020.4

2021/4/16

218

秀和シス
テム
秀明大学
出版会
三栄

2020.12

2021/3/9

198

2021.5

2021/6/25

194

2021.1

2021/3/27

188

WOMEN

キアラ・パスクア
レッティ・ジョン
ソン‖著
龍野/浩一‖著

ポプラ社

2020.11

2021/2/19

180

第一法規

2021.3

2021/5/8

180

これは廃棄物?だれが事
業者?お答えします!廃
棄物処理

田中/みずき‖著

（資料整備課）
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特集４

イチオシ！ おすすめ資料のご紹介
■重点収集資料のご案内
道立図書館では、道民の皆さんの生活や地域における様々な課題に対応するため、道立図書館資
料収集計画に基づき「暮らしの支援」
「仕事の支援」
「地域の活性化支援」に関する資料を重点的に
収集しています。暮らしの身近な困りごとに役立つ本や、ビジネスシーンで活用できるものなど、
幅広く選定している中からおすすめの１冊をご紹介します。
重点１「暮らしの支援」
（医療、健康、くらしの法律など道民の生活と生命にかかわる分野）
『子どもの食物アレルギーあんしんＢＯＯＫ』
女子栄養大学出版部,２０２１年３月刊
食物アレルギーの最新の診断・治療、
代替食の作り方と栄養のコツ、
買い物や外食で必要な食品表示の見方、保育園や祖父母に安心して
預ける方法･･････。食物アレルギーの子どもを守る情報満載です。
重点２「仕事の支援」
（就業、起業、スキルアップなど、北海道経済の基盤となる分野）
『仕事を教えることになったら読む本』
濱田秀彦著,アルク,２０２１年４月刊
教え方には、誰にでも上手にできる「型」がある！ 知識・技術を
付与する教え方、意識を高める教え方、リモートワーク環境での教
え方･･････。４万人を指導した人気研修講師が、仕事の教え方を体
系的に解説します。
重点３「地域の活性化支援」
（まちづくり、人づくり、環境など、地域課題に関わる分野）
『若者を地域の仲間に！』
筒井一伸編著,筑波書房,２０２１年３月刊
「農山村と学生のより良い関係」を築いてきた実践者たちが、農山
村と学生がより良い関係づくりができるよう、農山村側のノウハウ
をまとめたハンドブック。シーン別ヒント集付きです。
重点収集資料は社会的に関心の高いテーマを中心に、今後も随時収集・整備予定です。
皆さんのご利用をお待ちしています。

（資料整備課）
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図書館紹介

図書館開館１．５周年にあたって
当 別 町図 書館

館長

石 川 公隆

当別町は石狩管内北部に位置し、札幌市から北に約３０ｋｍの距離で、多い時には冬季間には降
雪量が８メートルを超えるシーズンもありますが、比較的穏やかな気候で、稲作、花卉などを中心と
した農業が盛んです。
まちの歴史は、明治５年に仙台藩一門岩出山支藩の当主である伊達邦直公が、主従を率いて、現在
の宮城県から当別の地に武士団が移住したことがはじまりです。当時の未開の大地の開拓という現
在からは想像がつかない労苦を乗り越えて、先人が礎となり町が拓かれてから、今年２０２１年は
ちょうど１５０周年を迎えます。
図書館の歴史は、開拓の歴史と比べ約１００分の１。１．５周年を迎えます。昭和５２年に図書室
として設置され、地域の皆さんの応援をいただきながら、運営を行い、令和２年４月の条例制定によ
り、図書室から図書館となり、当別町本館、西当別分館と
二館体制での運営を行っております。館の規模や、蔵書数、
レファレンス、活動内容については、まだまだこれから向
上を図っていかなければならないことも多く、日々、全国、
全道の図書館を目標にしながら運営を進めているところ
でありますが、地域のボランティアの皆様のご協力による
読み聞かせや、図書館職員による町内小中学校図書館への
支援、認定こども園の巡回図書、ブックスタート、ブック
セカンドなど、子どもたちのよりよい読書環境づくりにつ
いて、図書室時代から継続して活動の柱としております。

また、図書室時代から継続して、職員が
中心となった手づくりイベント、夏まつ
りでの縁日、クリスマス会でのぬいぐる
みのお泊り会など、家族そろって図書館
に人を呼び込むイベントの開催について
も、引き続き計画をしておりましたが、北
海道内、札幌圏のコロナウイルス感染拡
大のため、対人イベントについては残念
ながら開催中止となり、図書室から図書
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館へのリニューアルオープンには少し寂しい門出となりましたが、今後も多くの催事を計画してま
いりたいと考えております。

図書館づくりに際しては、道立図書館よりご協力をいただき、職員研修の開催、図書館運営に求め
られることのアドバイスなど、リニューアルオープンに際しては非常にお力添えをいただき、企画
展やレイアウトなど、司書、図書館職員のレベルアップが図られており、今後とも、地域に親しまれ
る、明るい図書館づくりを進めてまいりたいと考えております。
コロナ禍の中で、さまざまな活動が制限されている今だからこそ、図書館には多くの役割が期待
されていると感じます。今後も、子ども、高齢者を大切にする図書館、暮らしの中にある図書館、誰
でも集うことができる図書館、地域の歴史、文化を伝える図書館となることを目指し、着実に前進で
きるよう取り組んでまいりますので、今後とも宜しくお願いいたします。
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活動報告１

連携事業
【道立図書館・道立近代美術館連携展示】
今年度も道立図書館・道立近代美術館相互の
利用者サービスの向上を図るため、道立近代美
術館で開催する展覧会に併せて特設コーナーを
設け、当館の蔵書を紹介しています。
今年度の第一弾は、日本浮世絵博物館所蔵の
歌川国貞・広重・国芳を中心とする江戸後期の
浮世絵等、江戸庶民のさまざまな「楽しみ」の
世界を紹介する「国貞 広重 国芳 コレクション」にあわせて、また、第二弾の「へそまがり日
本美術」では中世の水墨画から現代のヘタウマ漫画まで、日本人の「へそまがりな感性」が生んだ
絵画の数々を紹介する展示作品にあわせて、当館所蔵の関連図書を展示しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら展覧会が休止する期間もありましたが、今
後も展覧会に連動し、幅広く図書や雑誌等の資料を紹介していきます。

【道議会図書室・道立図書館連携展示】
当館と道議会図書室の連携事業のひとつとして、年に数回、道議会図書室内の展示コーナーで当
館の蔵書を中心にしたテーマ展示を行っていましたが、今年度は道議会図書室で毎月購入する新着
図書に関連する分野の当館所蔵図書を展示しています。
新着図書コーナー棚のすぐ左手に「新着図書＋（プラス）
」としてコーナーを設置し、３０冊ほど
を展示しており、
一般の方も道議会図書室内で、
手にとってゆっくりご覧いただくことができます。

新着図書＋（プラス）コーナー

新着図書コーナー

（一般資料サービス課）
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活動報告２

展示を振り返って
【一般資料閲覧室】
○「追悼 半藤一利」
期 間：１月３０日（土）～３月２３日（火）
令和３年（２０２１年）１月１２日に亡くなった作家、半藤一利さんの著作や人柄や考え方が伝
わる対談集などを展示しました。

○「渋沢栄一」
期 間：３月２４日（水）～５月１５日（土） ※５月１６日（日）から臨時休館のため会期短縮
明治・大正期の実業家で「日本資本主義の父」
と称される渋沢栄一。
新一万円札の肖像に選ばれ、
今年の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公でもあ
る渋沢の著作や伝記・研究書、児童書等を集めて
展示しました。

○「植物のワンダーランド」
期 間：４月１日（木）～５月１５日（土） ※５月１６日（日）から臨時休館のため会期短縮
北海道の長い冬がようやく終わりを告げると、
植物たちがいっせいに芽吹く春がやってきます。
そんな季節にふさわしい、植物の生態を知ること
のできる本や、美しい瞬間を切り取った画集や写
真集、植物に魅せられた人々の伝記やエッセイな
ど、植物にまつわるさまざまな本を集め、展示し
ました。

○「環境問題ミニ展示」
期 間：６月２２日（火）～７月２９日（木）
６月「環境月間」及び７月「道民環境行動月間」にちなみ、地球の未来や環境について考える資
料展を行いました。
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○「色彩と文様」
期 間：６月２２日（火）～７月２９日（木）
着物などの柄として馴染み深い日本の伝統文様
や、その地域独特の味わいがある海外の多様な図
形やデザイン。
色にはそのイメージや心理的な効果、衣服や器
物等にデザインされた文様には歴史や意味があり
ます。私たちの世界を彩るさまざまな色彩と文様に関する本を集めて展示しました。

○「北海道青少年のための２００冊」
期 間：７月１３日（火）～９月２９日（水）
北海道青少年育成協会が中心となり選定した
「北海道青少年のための２００冊」のうち、
「小学
生の部」の当館所蔵資料を、北海道日本ハムファ
イターズ読書促進全道キャンペーンにあわせて展
示しました。

○「ミニ展示 ファイターズ選手・マスコットたちのおすすめ２０選」
期 間：７月２３日（金）～９月２９日（水）
北海道日本ハムファイターズで実施している「読書促進全道キャンペーン『グラブを本に持ちか
えて』
」で作成された、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に関する推薦絵本リストの配布を行い、リ
ストに掲載されている本を展示しました。

【えほんコーナー】
○「むかしばなしえほん」
期 間：３月１０日（水）～４月２９日（木）
昔から語り継がれてきた昔話。同じ「うらしま
たろう」でも、画家や作家によって趣が異なり、
読み比べもまた楽しく、新しい発見もあるかもし
れない、懐かしくも新鮮な魅力たっぷりの、日本
と世界の昔話のえほんを展示しました。
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○「いきものたくさん大集合」
期 間：５月１日（土）～５月１５日（土） ※５月１６日（日）から臨時休館のため会期短縮
私たちのまわりにはたくさんの生き物がいます。
えほんを楽しみながら、生き物の生態について学
べるような身近な動物が登場するえほんのほか、
海で生活する生き物や昆虫、爬虫類など様々な生
き物の写真えほんを集めました。

○「科学の世界を楽しもう！」
期 間：７月２日（金）～８月２９日（日）
虫や植物、人のからだなど、
「わくわく」
「そうなんだ！」につながる科学と関係するいろいろな
えほんを展示しました。この展示で紹介した本のブックリストは、オンラインで参加した「２０２
１サイエンスパーク（７／１９～８／３１、主催：北海道、道総研）
」でも公開しました。

【研修室】
○「びっくり？！おおきなえほん１００」
期 間：４月２３日（金）～５月１２日（水）
こどもの読書週間にあわせ、普段書庫に保管し
ている大型えほん約１００冊を展示しました。借
りる前にゆったり開いて見ることができるように
配置し、当館所蔵の大型えほんリストの掲示も行
いました。
なお、リストは常時ホームページでも公開して
います。
（一般資料サービス課）
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【北方資料展示コーナー】
○「札幌軟石と煉瓦と北海道の古建築」
期 間：４月１日（木）～５月１５日（土） ※５月１６日（日）から臨時休館のため会期短縮
開拓初期の北海道では容易に調達でき
る軟石や煉瓦を積極的に活用した建物や
倉庫が数多く建築されました。
本展示は地下鉄の建設や商業ビル、ホ
テルの建設ラッシュとなった札幌オリン
ピックの開催（１９７２年）から約半世
紀が過ぎ、北海道新幹線の札幌延伸を見
据えた次世代の動きが活発化する中、地
域の風土が生み出した建物というものに
今一度、関心を向けてもらおうと企画したものです。展示資料も材料の調達先を示す地質図から、
各地に残る古建築の紹介資料、建築物を訪ね歩く街歩き本まで、幅広く紹介しました。
（平成１６年
９月開催の同テーマ展示資料の再展示。
）

〇（道立図書館北方資料室５０周年・道立釧路芸術館展覧会応援企画展示）
「北海道主要樹木図譜 ～名著作製に集められた人たち～」
期 間：６月２２日（火）～７月２９日（木）
４月２４日（土）～６月３０日（水）に開催された道立釧路芸術館の展覧会「花と樹の王国」に、
北方資料室所蔵の「北海道主要樹木図譜」
５４図版が展示されました。
関東大震災での出版社被災による、原版
と３００部限定図版の在庫分の焼失により、
現存しているものが少ない大変貴重な資料
です。
この展覧会にちなみ、北海道の樹木の標
本の選定、解説、それらを写真図鑑がない
時代に四季の移り変わりを緻密に色彩豊か
に１枚の絵に収めた本作品の、作製に関わった３名（宮部金吾、工藤祐舜、須崎忠助）の功績を紹
介する資料を展示しました。

（北方資料サービス課）
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最近の出来事
■ 入館時無人化について
当館では、新型コロナウイルスの感染を防止するため、「道立施設の再開に向けた感染防止対
策の指針」に基づき、施設入館時における「①マスクの着用」「②消毒液による手指消毒」「③
検温」「④利用者の氏名及び緊急時連絡先の把握」を職員が常駐し利用者へ約１年間アナウンス
を行ってきたことにより、各利用者にも施設入館時の上記対策が浸透してきており、特に職員が
アナウンスをしなくても、概ね、円滑に入館していたため、令和３年４月より、入館者各自（エ
ントランス無人化）による感染防止対策へ移行しました。
なお、新規利用者もいることから掲示物による表示や、音声による説明を新たに行い、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止対策を講じています。
（管理課）

■ ５月の緊急事態宣言を受けた各図書館・図書室の動きについて
５月１６日から５月３０日、さらに期間の延長をして６月２０日までの間、北海道が「緊急事態
宣言」の対象地域となり、札幌市はこれに加えて６月２１日から７月１１日まで「まん延防止等重
点措置」が適応される地域となりました。緊急事態宣言を受けて、江別市に立地している北海道立
図書館も５月１６日から６月２１日まで臨時休館となりました。
昨年度とは違い、どの図書館・図書室でもすでにある程度の感染症対策を行って運営している中
での今回の緊急事態宣言でしたが、この期間中、最も多いときで道内の１１２館ほどが休館してお
り、開館を継続していた館でもサービスの対象を所在地の住民のみに限るなど、制限を設けている
場合が多くありました。
一方で休館しながらも電話やＷｅｂ申込みでの貸出の受け付けなど一部のサービスを継続してい
た館も多くあり、各自治体、それぞれの図書館・図書室の規模や住民の動きに沿った形でどのよう
な運営をすべきか、検討を重ねたことと思います。
新型コロナウイルス感染症への対策が必要な中での開館はまだしばらく続きそうですが、引き続
き、いま出来ることに取り組んでいきましょう。
(企画支援課)
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「蔵書リクエスト」～全道どこからでも！～
当館で開始した、個人の皆様からの新しい

ＰＲ用のチラシ

リクエスト方式についてご紹介します。
令和３年（２０２１年）３月から、所蔵し
てほしい本の情報を広くお知らせいただくた
め、
「蔵書リクエスト」を実施しています。利
用対象者は、道内にお住まいの個人の皆様で
す。方法は、電子メール、ファクシミリ、郵
便、来館によりお受けします。情報提供いた
だいた「蔵書リクエスト（選書参考）票」の
本について、
当館の資料収集方針等に基づき、
同じ分野の本の所蔵状況や道内市町村立図書
館の所蔵状況等を勘案した上で、本の購入に
関する会議（選択会議）を実施して購入する
かどうかを決定します。
購入した本の到着までは、手続きのため１

当館ＨＰの掲載内

～２か月かかります。収集した本の一覧は、

容

到着して貸出可能な状態に整理したあと、ホ
ームページや館内に設置しているファイルに
て公開しますので、ご予約はご自身でお願い
します。
なお、今までのリクエストと違い、選択し
たかどうかの回答はしておりません。ご了承
ください。
全道の皆様からの貴重なご意見をおまちし
ております。
（資料整備課）
受け入れた本のリス
トを公開しています
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令和3年度（2021年度）上半期の事業一覧

事業名

1

2

令和３年度北海道図書館振興協
議会第１回理事会

北海道立図書館・北海道立近代美
術館連携事業

開催日

開催場所

令和３年４月

書面開催

①令和３年４月１７日～
６月２０日
※５月１７日～臨時休館
②令和２年７月１７日～
９月１日

札幌市
（北海道立近代美術館）

概要

北海道図書館振興協議会理事会

参加人数

-

相互の利用者サービスの向上を図
るため、道立近代美術館で開催す
る展覧会に連動し、特設コーナー
を設けて道立図書館の蔵書を紹介
する。
①「国貞 広重 国芳 コレクション
～北海道立図書館の蔵書から」
②「へそまがり日本美術 ～北海
道立図書館の蔵書から」

3

令和３年度北海道図書館振興協
議会総会

令和３年５月

書面開催

北海道図書館振興協議会総会

-

4

令和３年度北海道読書推進運動
協議会総会

令和３年５月

書面開催

令和２年度報告、令和３年度計画
など

-

5

（書庫ツアー「ようこそ北方資料の
世界へ」）
※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止

令和３年５月２９日（土）

北海道立図書館

北海道、旧樺太・千島に関する近
世から現代までの多様な資料群を
普段は入ることのできない書庫を
巡りながら紹介する入門編的ツ
アー

－

6

（全道図書館新任職員研修会）
※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため９月１６,１７日に延期

令和３年６月１０日（木）～
６月１１日（金）

北海道立図書館

道内の図書館等勤務１年未満の
職員を対象とした、新任職員向け
研修

-

令和３年７月８日（木）～
７月９日（金）

オンライン開催

道内の図書館等勤務3年以上の職
員を対象とした、中堅職員向け研
修

３８名

令和３年７月３１日（木）

北海道立図書館

時代を伝える身近な資料である新
聞について、その歴史にも触れつ
つ調べものに有効に活用する方法
を学ぶ講座

-

令和３年９月３日（金）～
９月２４日（金）

オンライン開催

基調講演、トピック、講座等の配信

２８１名

令和３年９月１６日（木）～
９月１７日（金）

オンライン開催

道内の図書館等勤務1年未満の職
員を対象とした、新任職員向け研
修

２９名

札幌市
（北海道議会図書室）

道議会図書室で毎月購入する新
着図書に関連する分野の道立図
書館所蔵資料を「新着図書＋（プラ
ス）コーナー」として展示

-

7

全道図書館中堅職員研修会

8

（利用講座「はじめての北方資料
活用術」～新聞資料を調べてみよ
う～）
※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため延期

9

第６１回北海道図書館大会

10

11

全道図書館新任職員研修会

毎月、道議会図書室の新
道議会図書室・道立図書館連携展
着図書の紹介と合わせて
示事業
実施

19

備考

掲

示

板

＜職員人事異動＞
退 職
館
副

令和３年３月３１日付け
長
岩 渕
隆
館
長
宮 岡 孝 博

転 出
令和３年４月１日付け
北方資料室長
吉 原 和夏子（総務部行政局文書課道史編さん室長へ）
企画支援課企画主幹
伊 藤 嘉奈子（生涯学習推進局社会教育課主査へ）
管 理 課 主 事
近江谷 萌 子（幼児教育推進局幼児教育推進センター主事へ）
転 入
令和３年４月１日付け
館
長
宇 田
副
館
長
藤 田
資料整備課長
工 藤
資料整備課主事
中 野
管 理 課 主 事
戸 田

賢
善
嘉
瑛
愛

治（学校教育局特別支援教育担当局長から）
治（学校教育局健康・体育課長から）
一（生涯学習推進局生涯学習課主査から）
介（渡島教育局主事から）
美（函館水産高等学校事務職員から）
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