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■注目！notable case ～道内図書館（室）トピックス～ 
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各図書館（室）では、さまざまな展示や企画で、本との出会いが演出され

ています。興味津々、和んだ心は会話を生み、人との出会いも待っています。

そして、別れの後にも新しい出会いあり…。 
 

 

 

 
 

日高管内図書館振興協議会では、令和３年１月に『クスッと笑える本』をテーマにした連携企画

展示を実施しました。 

外出自粛が続くなか、お住まいの自治体にある図書館を活用して読書を楽しんでいただき、コロ

ナ禍で落ち込む気持ちを癒せればとテーマを決定。各館司書がセレクトしたおすすめ本 45 冊（各

館５冊×９館）を紹介したブックレットも作成して配付しました。「他の図書館にある本も読みた

い」との問い合わせもいただき、相互貸借サービスを紹介する絶好の機会にもなりました♪ 

平成 29 年から活用している「ブクログ」というｗｅｂ本棚サービスや図書館間の連携を、あら

ためてアピールする場ともなった各館の展示の様子をご紹介します。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★配付されたブックレットや紹介本の情報は、記事の最後でご紹介！ 

展示資料の貸出回数のべ 170 回ほど。 

反響が大きく、展示期間を２月中旬まで

延長しました。 

平取町では、展示

に合わせて、各館

が紹介した本の所

蔵状況がわかるポ

スターを作成。 

利用者に自館の蔵

書が一目でわかる

工夫を行いまし

た。 

児童クラブの子どもたちや指導員さん

が来館した際に利用。 

コロナ禍で来館者は少なくなっていま

すが、展示本の貸出しが予想より多い

など、反響がありました。 
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180 回貸出し、貸出率 157％！ 

幅広い年齢層の利用がありました。 

癒しにぬいぐるみも…。 

幅広い年齢層の方が手を伸ばしてくれました。

冊数○少ですが、面出し○多の見やすい展示に。 

未所蔵の本

は、相互貸借

を活用して

展示（館内閲

覧）。 

ブックレッ

ト掲載の各

館紹介本を、

館ごとのボ

ックスに分

けて展示し

ました。 

親子で楽しんで閲覧する姿が見られました。短歌

など、普段はあまり借りられないジャンルの本も

借りられ、新たなジャンルとの出会いの場に。 

ブックレット紹介本以外にも一般向けと

子ども向けを６：４程の割合で独自に選

書して展示。 

まとめ借りする方も多く見られました。 

密にならないよう広げて面出し。 

30～70 代女性の利用が多かったです。 
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【参考】ブックレット紹介本はこちら！ 

〇 ブクログ 

日高管内図書館振興協議会ホーム：http://booklog.jp/users/hidakatosyo 

 

 

 

 

 

 

ここからは、道立図書館がブックレット＆ブクログをご紹介！ 

 

 

 

          ブックレットは全 24 ページ。 

          各館おすすめの 5 冊のうち、1 冊につ

いてはブックレビューも掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

ブックレットの最後には、紹介した本の所蔵館一

覧を掲載。他の図書館にある本も読みたくなる気持

ちもうなずけます。 

 

 

 

  「掲載図書すべてのレビューをご覧になりたい方は…」ということで、ブクログにアクセス。

ウェブ上の本棚では、今回の「クスっと笑える本」45 冊だけでなく、以前の展示で紹介された

本も見ることができました。 

 

【画面イメージ】▶ 

気になった本の表紙をクリックすると、 

各館司書のレビューが読めます。 

ＰＯＰのような 

おすすめ本のレビュー 

各館の所蔵状況が一目でわかる表。 

http://booklog.jp/users/hidakatosyo
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日高町立門別図書館郷土資料館では、社会科副読本に掲載されたイラストの原画展を 11

月から１月に開催しました。 

原画イラストを担当したのは、図書館

職員の西前さんで、西前さんは専門学校

でデザインやイラストを学んでいたそう

です。 

 原画をご覧になった町民の方や副読本

を使っている小学生からは、「絵を描い

てください」「心のかわいらしさもにじ

み出ていますね」「見ていると心があた

たかくなる」などの声があったそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、小学校の授業で使用する社会科副読本の 

挿絵を描かせていただきました。こうして 

原画展という形で、イラストを見て 

いただく機会を設けていただいて、 

とても幸せです。 

これからももっとイラストで飛躍 

できるように頑張ります！ 

西前さんから 
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この一年は行事や利用者への対応の変化を余儀なくされ、暗中模索で今後の運営を考える中、時

間だけが慌ただしく過ぎたように思います。そんな中でも、うつりゆく季節と四季折々の行事を楽

しんでもらおうと企画したこども向けイベントを紹介します。 

 

クリスマスの絵本コーナー特別企画 

「サンタのおとしものをさがせ！」 
 

館内にはサンタの落とし物が６つ。見つけてめくると「ひみつの指令」

が書かれています。全部つなげると完成する文章は 

クリスマスの絵本コーナーで読みたい本を選んで、カウンターの

人に「メリークリスマス！」と言ってね！ 

12 月はたくさんの可愛い「メリークリスマス！」が聞こえてきました。 

 

 

 

節分の絵本コーナー特別企画 

「鬼にえほうまき」 
 

館内に現れた、はらぺこ鬼を退治してもらうために、特

製の恵方巻を食べさせなくてはならない！恵方巻を作る

５つの材料を探して、そこに書かれた５文字のあいことば

を手に入れてもらうと・・・恵方巻ゲット！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

子どもたちが協力してつなげた長ーい長い“恵方巻”が完成して、

無事鬼を退治できました。きっとコロナも退散することでしょう。 

本を借りに来ると楽しいおまけが待って

いる！由仁町ゆめっく館です。 
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今金町では、移動図書館車「ブックン」が老朽化に伴い廃車とな

ることから、昨年 12 月 2 日に最終運行が行われました。年間を

通して町内を巡回したほか、長期休暇前に町内小・中学校で貸出し

を行ったり、イベントで出張貸出しを行ったりして町民に親しまれ

ました。最終運行の日は、子どもたちが車体へ感謝のメッセージを 

寄せ書きし、その様子は「広報いまかね」などでも紹介されました。今後は別の車両が町内各施設

を巡回し、移動図書のサービスを継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

さて、このブックンですが、今金町で活躍する以前は「あけぼの」の名前で道内を巡回する道立

図書館の移動図書館車でした（本誌『あけぼのつうしん』の名前の由来でもあります）。公民館図書

室や学校、災害時には避難所などを巡回したあけぼのは、今から 15 年前の平成 17 年度末に道立

図書館での役割を終え、今金町に譲渡されました。『北海道立図書館報 No.182』（平成 19 年 3 月

発行）には、当時の中島教育長（今金町）に車のキーが手渡される写真とともに、「町の子どもたち 

やいままで本に親しむ機会の少なかった地域を巡回し、ま

さに大人のブックスタートのきっかけとしたい」とのメッ

セージが紹介されています。 

ブックンは、平成 18 年（2006 年）の今金町での運行

開始から 14 年間で、総貸出冊数 43,785 冊、本を貸し出

した人数はのべ 20,046 人にのぼりました。立派に役目を

果たしたブックンに、道立図書館からも「ありがとう」の言

葉を贈りたいと思います。 
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千人

ブックン

図書室

今金町 図書貸出人数実績 
平成 18 年（2006 年）11 月 24 日 

清原館長（左：当時）から中島教育長（右：当時）へ、

キーが渡された。 

ブックン最終運行時までの実績 

（Ｒ２年度の図書室実績は原稿作成時未集計） 
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  平成 18 年度（2006 年度）に当館から今金町へ譲渡した移動図書館車

の運行終了の報告をいただきました。14 年間も活用いただけたことに心 

から感謝します。車両自体は、平成４年

（1992 年）に当館での運行を開始しました

ので、実に 28 年もの長きにわたり、移動図

書館として活躍したことになります。この度、

譲渡した今金町でのブックンとしての使命

を終えたことを機に、今まであまり語られる

ことがなかった北海道立図書館最後の移動

図書館「あけぼの」について、9 台目 2 号車

の車両を基に、当時の記録と記憶で振り返り

ます。 
  

 車両は一見既製のバスに書架等を設置した改造車に見て取れま

すが、実は 7 トントラックのシャシーをベースに、当館職員が一

からこだわり抜いて設計し製作されたものです。そのため、とても

頑丈でパワーがあり、利便性の高い車両になりました。 

基本となる仕様は左表のとおりですが、主な特徴を次に記します。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 移動図書館の巡回先（地区協力センター）では、複数の市町村の図書館（室）職員等が、限られ

た時間の中で沢山の本を選びます。このことから、皆さんの使い勝手を第一に細かな配慮がなされ

ています。 

■ 北海道の気候を勘案し

て、書架はすべて室内に

設置しました。 

■ 書棚の傾斜は 15°で、

各連にブックストッパー

を装備し、走行中の本の

落下を防止しました。 

■ 書架は、運転席側 5 段 

（書架Ａ～Ｅ）、助手席側 6 段（書架Ｆ～Ｉ）を設置し、一般的なハードカバーのほか、子ども向けの読

み物や絵本、ムック類等、形態の異なる本を最大限積載できるよう棚の大きさを細かく設定しました。 

■ 通路幅は 1,270 ㎜。大人が数人乗り合わせても十分余裕があり、本を選びやすくしました。 

製作過程の記録写真 

登録番号 札幌88た2037

登録年月日 平成4年10月28日

取得年月日 平成4年10月30日

取得価格 2,884万円（視聴覚装置 344万円を含む）

供給者 財団法人日本宝くじ協会

車名 日野

年式・型式
４年式 U-FF2HPAA

トラックシャシー改造

車体寸法（全長×全幅×全高） 9,400㎜×２,460㎜×２,980㎜

ホイールベース 5,530㎜

車両総重量 8,945㎏

登坂能力 0.44tanθ

排気量 6,728cc

最高出力 215ps/2,900rpm

エンジン型式 H07Cディーゼルエンジン

燃料の種類 軽油

１ℓ当たりの走行キロ 4.5㎞

暖房設備
ミクニMY135ウエバスヒーター

13,500kcal/h

冷房設備 デンソーフルオートカーエアコン

定員 ５人

扉 手動式

書架構造 室内書架

書架の種類 スチール製

図書積載 3,000冊

     ９台目あけぼの2号車の仕様
※ 本車体は７トントラックシャシーをベースに製作

・書架（A）240×160；１個、 240×165；１個、250×165；1個、 280×165；1個、 335×270；１個

・書架（B）240×160；1個、 240×165；1個、 250×165；1個、 280×165；1個、 335×270；１個

・書架（C）240 ×160；1個、 240×165；1個、 250×165；1個、 280×170；1個、 270×200；１個

・書架（D）240×160；1個、 240×165；1個、 250×165；1個、 280×210；1個、 335×300；１個

・書架（E）240×160；1個、 240×165；1個、 250×165；1個、 280×165；1個、 335×300；1個

・書架（F）240×160；1個、 240×165；1個、 240×155；1個、 260×155；３個

・書架（G）240×160；1個、 240×165；1個、 240×155；1個、 260×155；1個、 280×180；1個

・書架（H）240×160；1個、 240×165；1個、 240×155；1個、 260×155；1個、 260×175；1個 260×200；1個

・書架（Ｉ）240×160；1個、 240×165；1個、 240×155；1個、 260×155；1個、 260×175；1個 260×200；1個

〔書架の詳細〕※単位はミリ、H高さ×D奥行

利便性 
設計図の一部 

北海道立図書館移動図書館 「あけぼの」 は、ここがスゴかった！ 
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■ 通路には人工芝を敷き、土足でも汚れが付きにくいよう、衛生面に配慮しました。 

■ 車両後部からの乗り入れも可能とするため、昇降用引出し式 4 段ステップを装備しました。 

■ 後部扉には、外ハンドル（鍵付）のほか、室内側にもハンドルと手摺パイプを設け、オープンス

トッパーを付けました。 
 

 

 

  道内全域を巡回する「あけぼの」の走行は当然長距離・

長時間になります。当時は、巡回のコースを 11 設定し、

運転手を含む 3 人体制で業務に当たりました。道北・道

南・道東の各コースは移動日を含め 4 泊 5 日で組まれ、

担当する職員の“乗り心地”も移動図書館の重要な要素で

した。 
 

■ 室内通路天井部に蛍光灯（20W）６本

を取り付けたほか、採光用として天窓

（380 ㎜×670 ㎜）を 3 か所設け、明る

く開放的な空間としました。 

■ 暖房は、温水ヒーターのほかに、燃焼

式ヒーターを床下部に取付け、室内と

書架の下にダクトを最後部まで配管施

工して、温風が十分行き渡るよう工夫

されています。 

■ シート（運転席・助手席・運転席後部

２列目座席）は、前後スライド、リクラ

イニング、ヘッドレスト付とし、背当前

倒れ式の補助席を含め、すべてモケッ

ト張りで、助手席左側と２列目座席の

右側にアームレストを取り付けていま

す。 

■ 収納については、「物入れ庫」を左右

床下の空間部に設け、上開き扉を付け

ると共に、室内にも器材格納庫、ロッカ

ーを設置し、様々な物品等の搬送が可

能になっています。 

 

その他、左折巻込防止用確認小窓（ジャ

スト・ウインド）、マーカーランプ、路肩 

灯、バックアイテレビ・カメラ等、安全に運行するための装備も充実し、利用

する市町村の職員にとっても、長時間運行・乗車するわれわれ担当職員にとっ

ても安全・快適に利用できるまさしく“スーパーカー”なのです。 

そんな移動図書館が長年の運行を終えました。本当にお疲れさまでした。 

ナンバーステー フロントバンパー中央　後左側に各１個

バックミラー 左右に各1個、ヒーター付左側にアンダーミラー1個、サイドアンダーミラー1個

牽引フック 前後各１個

フォグランプ 左右に各１個ずつ

スペアタイヤ リア中央床下部に吊り上げ

サイドリフレクター 左右側面各３個ずつ

マーカーランプ 前後上面部に２個（黄色）

バックブザー １個

パンパ―ステップ 前後バンパー上面に各２個取り付け

泥除ゴム 各車輪後部

車両用工具 １式

ジャッキ ２台（10t、20t）

ホイール ６本

ホイールキャップ ４枚

スタッドレスチューブレスタイヤ ６本

タイヤチェーン シングル１式

クランク棒 １本（洋服掛内部に取り付け）

パイプ １本（洋服掛内部に取り付け）

木製工具箱 １箱（洋服掛内部に据え置く）たて450㎜×よこ250㎜×たかさ340㎜

牽引ロープ １本

人工芝 ベントン300＃ラバ付　はば1600㎜×ながさ7500㎜

カーペット 座席周り

電気掃除機 １台　100V-280W以上

スノーブレード ２本

愛車セット １式

毛ばたき ２本　オーストリッチ

保安用具 １式（赤旗を含む）

車止め １組（左右入口足元付近に格納）

イクステンションコード ２台（10M巻き、30M巻き）

車外取付品、付属品

AM/FMラジオ、カセットデッキ 1式 前面外部スピーカー　15W 1 尾灯及び方向指示器　３連式 2

放送装置　24V-30Wアンプ 1 スピーカー　10W 4 バックランプ 2

運転席 1 後面外部スピーカー　10W 2 エンジンオイル点検蓋 1

助手席 1 ロッカー １式 方向盤 1

二列目座席 1 洋服掛ロッカー １式 ミッション点検蓋 1

補助席　跳上式 2 器材格納庫 1 補助フラッシャー　側面 2

肘掛け 2 天井荷物棚 1 バッテリー庫 1

サンバイザー 2 床下物入れ庫　右側４、左側３ 7 ジャスト・ウインド 1

書架（A） 1式 蛍光灯　24V-20W 7 燃料タンク　200ℓ 1

書架（B） 1式 温水ヒーター 1 路肩灯　24V－25W 2

書架（C） 1式 燃焼式ヒーター 1 引き出しステップ　４段式 １式

書架（D） 1式 ヒーターダクト 1式 コントロールパネル 1

書架（E） 1式 ヒーターカーキュレーション 1 インバーター 1

書架（F） １式 ラジオアンテナ　可倒式 1 エアクリーナー点検蓋 1

書架（G） １式 天窓 3 ブレーキ点検蓋 1

書架（H） １式 バックアイカメラ 1 仕切りパイプ　高さ250㎜ 1

書架（Ｉ） １式 バックアイテレビ 1 ACコンセント 2

時計　デジタル 1 消化器 1

車内装備

※　書架の全長　29,300＋25,500＝54,800㎜ (書架の傾斜15°、ブックストッパー30本)

　　積載冊数　54,800㎜÷18㎜（本の厚さ）＝3,044冊

快適性 
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(1) 運営相談事業（14 市町村） 
 

市町村立図書館等や教育委員会を訪問し、助言や情報提供等を行う事業です。 

令和２年度（2020年度）は、感染症対策をとって各市町村を訪問し、図書館の環境改善や選

書等に関する相談をはじめ、多岐に渡るテーマに対応しました。 

 

管内 市町村名 実施日 相談内容 

空知 

岩見沢市 11／27 

・アイヌ民族に関するレファレンス 

・新聞の利用とレファレンス 

・危機管理について 

夕張市 ６／５ 
・新施設移転後の新規利用者を増やす工夫 

・児童書の配架や、全体の蔵書構成について 

石狩 
当別町 

４／９ 

・図書館の意義と役割 

・図書館の環境改善、配架・レイアウトについて 

・ＰＯＰ作りについて 

７／22 

・ボランティア活動の活性化 

・接遇のポイント 

・選書や除籍について 

・施設改修後のレイアウト等について 

新篠津村 － ※詳細は「重点運営支援事業」を参照ください。 

後志 

ニセコ町 ７／１ ・選書、除籍、レイアウトについて 

古平町 

４／10 
・令和元年度重点運営支援事業終了時の成果等について 

・令和２年度以降の図書館運営について 

７／17 
・交付金を活用した計画的な資料収集について 

・新施設移転に伴うスケジュールについて 

日高 様似町 ６／30 
・図書館の意義と役割 

・レファレンスサービスについて 

渡島 福島町 ９／１ ・除籍基準、選定基準の作成について 

檜山 奥尻町 ７／21 

・子ども読書活動推進計画第２期策定に向けて 

・図書管理システム導入について 

・学校図書館との連携 

・図書館の地域イベント等の取組事例紹介 

上川 

士別市 ６／11 ・第三次士別市子ども読書活動推進計画の策定について 

東神楽町 ９／25 

・選書、除籍について 

・絵本の配架について 

・ボランティア（図書館・学校）について 

南富良野町 ９／17 

・選書、除籍について 

・図書室の運営体制について 

・書架のレイアウトについて 
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平成 28 年度の北海道図書館大会で、道内市町村の“読書通帳”の展示を行いました。

“読書通帳”は主に、 

①預金通帳タイプ（通帳に直接印字）、②お薬手帳タイプ（シールに印字）、 

③自書タイプ（自分で書き込む）          の 3 タイプに分けられます。 

②③に比べて費用のかかる①預金通帳タイプは、“読書通帳”を全て無料で配付して

いる市町村もありますが、大人は有料（子どもは無料）、２冊目は有料（１冊目は無料）

など、発行手数料をとっている市町村もあります。200～300 円程度の例が多いよう

です（参考①参照）。 

なお、統計『北海道の図書館』（R2.4.1 現在）では、付帯調査として「読書通帳機」

の導入状況をお聞きしており、道立図書館ホームページで公開しています。 

“読書通帳”を活用した読書推進の取組の情報も寄せられています。活用の方法とし

ては、一定の冊数を達成した子どもに景品や記念特典を贈る事業が多いようです。 

また、“読書通帳”を自治体内の全小中学生に配付する例や、成長の記録の１つとして

乳幼児（と保護者）に配付したり、長期休業中などに親子で一緒に感想を記入したりす

る取組も見られました（参考②参照）。 

管内 市町村名 実施日 相談内容 

宗谷 礼文町 10／23 

・レファレンスについて 

・中高生向けサービスについて 

・地域資料について 

※当日の日程変更のため、情報提供のみ 

十勝 浦幌町 ９／８ 
・選書と除籍 

・環境整備 

 

       で 運営相談！ ～こんなご相談がありました～ 
 

Ａ町・Ｂ町 
 
 
 

道立図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【参考①】道内図書館（室）の読書通帳（預金通帳タイプ）の発行手数料（一部）※ 
※調査した図書館は、『北海道の図書館』付帯調査で「導入有」とした館とは一部異なります。 

なお、最新情報は各図書館にお問合せください。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

【参考②】読書通帳の活用事例（過去の例を含みます。） 

●表彰する…通帳が１冊埋まったことを表彰。同時に２冊目や表彰状、景品がもらえる場合あり。 

・景品例：オリジナルしおり、図書カード（500 円）、ポストカード、雑誌の付録 など 

●記念イベント等 

・津別町 読書通帳サービス開始時に“手作りくす玉”でＰＲ（右上写真）。 

・和寒町 提出されたミニ感想文を、年度末に個人読書記録として表紙をつけて各生徒に返却。 

・士別市 通帳１冊（30 冊）たまると、衣装を選んで記念撮影できる。 

・芦別市 提出された「おすすめ本」用紙を図書館に展示（ペンネーム可）。 

市町村名 名称 発行手数料 

滝川市 たきリブ通帳 無料 

新十津川町 読書通帳 無料 

富良野市 どくしょのきろく 無料 

美瑛町 読書通帳 高校生以下無料、一般 300 円 

北見市 としょつうちょう 無料 

斜里町 図書館通帳 高校生以下無料、一般 300 円 

小清水町 読書の記録 町内高校生以下無料、一般・町外 300 円 

雄武町 読書の記録 高校生以下無料、一般 200 円 

津別町 読書の記録 無料 

中標津町 読書の記録 高校生以下無料、一般 200 円 

“読書通帳”の導入を検討しています。 

道内での導入状況や活用事例を知りたいです！ 
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(2) 重点運営支援事業（１村） 

重点運営支援事業は、図書室の活性化を図ろうとする市町村に対し、年間を通して重点的な支 

援を行う事業です。 

新刊書総計約８00 冊を貸し出すほか、複数の市町村活動支援事業を組み合わせて実施するこ

とで、図書室全体の活性化を目指します。 

令和２年度（2020年度）は新篠津村で実施しました。 
 

管内 村名 実施日 相談内容（運営相談事業） 

石狩 新篠津村 

４／15 

・現状と課題を踏まえた事業計画について 

・図書室の環境改善について 

・子どもの読書活動推進計画の策定について 

７／29 

・広報の工夫について 

・図書室の環境改善について 

・子どもの読書活動推進計画の策定について 

10／13 

・年度前半の利用状況、取組の振り返り 

・年度後半の取組について（「（仮称）新篠津村コーナー」の開設、

ご意見ボックスの設置、棚見出しの工夫など） 

３／16 

・事業実施計画の成果と課題について 

  図書室の環境改善、子どもの読書活動推進計画の策定など 

・新刊書貸出し、広報活動について 

 

◆◆◆活用事例紹介◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  新篠津村自治センター図書室 

   「利用しやすい図書環境づくりを進める」として始まった令和 2 年度の重点運営支援事業   

は、コロナ禍という困難の中での実施となりました。当初予定していた学校貸出しの一部や

ボランティア活動、図書室まつりは行うことができませんでしたが、その分の時間とパワーも

環境改善に切り替え、ＰＯＰや新しい見出しづくり、季節の展示やディスプレイ変更、大幅な

除籍などを行い、リニューアルの様子が北海道新聞でも紹介されました。 

利用者アンケートの内容や今年度の貸出状況などを、来年度の運営や選書に活かしていくこ

とを確認し、コロナ収束後の図書室活動についても、道立図書館との連携や事業活用を提案さ

せていただきました。 

絵本は50音で探しやす

いよう並び替えました。 

本棚の上を整理して、ず

らっと面出し！机の並

びもコロナ対応に…。 

隅にあった新刊コーナー

は、入口のそばに変更。 

１冊ずつに作成したＰＯ

Ｐは、利用者にも好評で

した。 
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(3) 支援貸出事業 

● 大量一括貸出し（34 市町村） 

協力貸出しとは異なり、一度にまとまった数の図書を数か月間貸し出すもので、住民への貸

出しはもちろん、学校への貸出し等にも利用いただけます。 

令和２年度（2020 年度）は、34 市町村に約 24,000 冊の貸出しをしました。 
  

支援貸出用図書の専用書架です！ 

右の写真は実用書が並ぶ第 1 書庫 1 層。写

真の奥まで全部が大量一括貸出し用の図書です。

手前側にもまだまだ続く…。文学と児童書は別の

場所にありますが、すべて同じフロアなので移動

もスムーズ！ 

遠方への外出が難しい状況が続いていますが、

新型コロナ収束後には、ぜひ一度ご来館ください。

直接選書していただき、その場で持ち帰ることも、

後日託送（送料は当館負担）することもできます。 

 

● 事業貸出し（23 市町） 

大型絵本、しかけ絵本、エプロンシアター、おはなし迷路、外国語絵本など、子どもたちに

人気がある資料を貸し出すもので、図書館まつりをはじめ、学校・保育所・健診会場等で行う

行事、ボランティア団体等が主催する行事等で利用いただけます。  

令和２年度（2020 年度）は、新型コロナウイルス感染症により、おはなし会など多くのイ

ベントが影響を受けましたが、23 の市町※で対策を行いながらご活用いただきました。 

※令和３年２月末時点実績 

 

 
 

◆◆◆活用事例紹介◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

■ 町立小清水図書館 4 年生ブックフェスティバル 

 利用資料：大型絵本、しかけ絵本  

小学４年生に向けて大型絵本の読み聞かせをしたのち、体

育館の床に広げた本を自由に読んだり借りたりして楽しんで

もらいました。大型絵本『ここがせかいいち！』を毎年活用し

ており、４年生が楽しめる絵本を選ぶのは難しいのでとても

助かっています。 

 

■ 江別市情報図書館 しかけ絵本と大型絵本展 

 利用資料：おはなし迷路  

毎年開催している来館者の多い人気のイベントの中で、今年

はおはなし迷路を壁に掛けて展示し、訪れた親子連れが楽しん

でいました。とくに大人が熱心に取り組んでおり、恒例のイベ

ントに新しい試みを加えられました。 

● 令和 3 年度の新規セットは 19 ページの「お知らせ」で紹介！ 
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(4) 相互協力促進事業（７回） 
 

当館の職員を派遣し、各地域の図書館振興協議会の研修会や複数の団体がお互いにスキルアッ

プを目指す学習会等で、研修テーマに沿った助言や情報提供等を行い、地域の相互協力の促進を

支援します。 

令和２年度（2020年度）は次の内容で実施しました。コロナ禍での図書館サービスについて

道内市町村の事例紹介等を行ったほか、それぞれのテーマについて情報提供等を行いました。 

 

管内 研修名 実施日・会場 研修テーマ・講演内容等 

空知 

北空知３町合同 

司書会 

7/3 

秩父別町図書館 

・ボランティアの募集と運営について 

・個人情報掲載資料の取扱いについて 

・本の修理、除菌・消毒 

空知管内図書館協議

会研究集会 

2/3 

芦別市立図書館 

・「図書館のサイン」～利用者に伝え

る効果的なサイン 

渡島 
渡島管内図書館 

職員研修会 

10/20 

函館市中央図書館 

・コロナ禍での図書館サービスから

考えるこれからのあり方 

オホーツク 

北見地区公共図書館

連絡協議会 

10/30 

北見市立図書館 
・レファレンスインタビューを学ぶ 

3/23 

置戸町立図書館 

・北海道各図書館の感染症対策及び

その運営 

オホーツク管内 

公共図書館協議会 

網走ブロック 

8/26 

斜里町立図書館 
・パスファインダーの作成について 

根室 
根室管内 

図書館協議会 

10/5 

中標津町総合文化会館 
・郷土資料・地域資料の活用 

 

 

 
 
 
 

今年度までの「運営相談事業」と「相互協力促進事業」を１つの事業にまとめました。 

運営相談、研修会の講師はもちろん、「一緒に情報交換しましょう！」「こんな講演会を企画し

ました！」といったお誘いも大歓迎です。開催方法や参加市町村の数にかかわらず、道立図書館

職員の派遣をご希望の場合は、「運営相談・派遣事業」にお申し込みください。 

日常の業務で生じたご質問などは、電話や電子メールでも受け付

けています。「こんなことを聞いてもいいのかな…」「そもそも研修

会って、どう企画すればいいの？」といった疑問も、まずはお電話

等で気軽にお問合せください。 

令和 3 年度から、相互協力促進事業は 

「運営相談・派遣事業」にリニューアルします！ 
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(5) 学校図書館運営相談事業・道立学校図書館運営相談事業 

（８市町、道立学校３校） 
 

この事業は、市町村立図書館（室）による学校図書館への支援や、道立学校の図書館の運営等

について、道立図書館の職員が助言や情報提供を行うものです。 

市町村教育委員会や図書館（室）の職員による学校訪問に同行して、

学校図書館の運営相談等も行います。 

令和２年度（2020年度）の利用状況は次のとおりです。 

 

 

管内 市町名・学校名 実施日 相談内容 

空知 岩見沢市 10／29 

令和２年度空知管内高等学校図書館教育研究会 

「魅力ある学校図書館の蔵書について」 

（会場：岩見沢緑陵高等学校） 
 
・除架、資料の更新やディスプレイ 

・ＰＯＰ作りについて 

後志 
喜茂別町 

【喜茂別中学校】 
６／26 

・図書分類の定着や利用を促すための取組 

・図書館を活用した企画や取組 

・電算システムやオーディオブックについて 

渡島 
鹿部町 

【鹿部中学校】 
９／16 ・学校図書館の環境改善 

上川 

旭川商業高校 ８／４ 

・レイアウトについて（講義） 

・ビブリオバトル体験 

・ＰＯＰづくり（説明） 

富良野市 

【樹海小学校】 
８／11 

・令和４年度設置予定の義務教育学校の図書館につ

いて 

宗谷 

枝幸高校 ６／３ 
・蔵書管理、除籍 

・配架やレイアウトについて 

幌延町 

【幌延中学校】 
８／７ ・学校図書館の環境づくり 

オホーツク 

常呂高校 10／19 
・学校図書館の環境づくり 

・市立図書館との連携について 

紋別市 1／12 
市内小中学校教諭研修会（オンライン開催） 
 
・学校図書館の活用を進めるために 

十勝 

足寄町 

【螺湾小学校】 

【芽登小学校】 

７／29 

７／30 
・学校図書館リニューアルについて 

根室 
根室市 

【北斗小学校】 
７／30 ・学校図書館の環境改善 
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(6) 学校ブックフェスティバル事業（９市町村） 

学校ブックフェスティバル事業は、学校に、当館の児童書・絵本を提供し、児童生徒に自由に

選んで借りてもらう事業です。 

日ごろ本に親しむ機会が少ない子どもたちの読書意欲を引き出し、市町村図書館等と学校、ボ

ランティアとの連携を促進することを目的としています。 

令和２年度（2020年度）は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策をとりながら、次のと

おり実施しました。なお、感染症の影響により、８市町村 10校（合同開催の予定を含む）での

実施が中止となりました。 

  

管内 市町村名 実施日 実施校 ※開催方法 参加人数 貸出冊数 

後志 

（ニセコ町） 

11/17 

ニセコ小学校 
※学年ごとに時間を分けて実施 

※近藤小学校と 2 校合同開催の予定を、

別日程・別会場に変更 285 人 597 冊 

11/20 
近藤小学校 
※１・２年生と 3～6 年生に分けて実施 

（喜茂別町） 
12/18 

 ～22 
喜茂別中学校 
※学年ごとに日を分けて実施 

41 人 124 冊 

（仁木町） 10/27 銀山小学校 39 人 191 冊 

（赤井川村） 12/7 赤井川小学校・都小学校（２校合同） 57 人 248 冊 

胆振 （壮瞥町） 2/1 壮瞥小学校 101 人 409 冊 

上川 

（富良野市） 

9/9 
山部小学校 
※低・中・高学年に分けて実施 

39 人 220 冊 

12/23 鳥沼小学校 33 人 208 冊 

上富良野町 12/18 東中小学校 24 人 165 冊 

（中富良野町） ７/22 宇文小学校 11 人 85 冊 

（愛別町） 10/22 
愛別小学校 
※低・高学年に分けて実施 

91 人 410 冊 

 合計 2,657 冊 

 
※（市町村名）は、昨年度又は一昨年度に実施実績があることから、職員を派遣せず

図書等の貸出しのみを実施。 
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◆◆◆活用事例紹介◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

12 月 18 日（金）、21 日（月）、22 日

（火）の３日間にわたって開催された喜茂

別中学校での学校ブックフェスティバル。

感染症対策のため、体育館にいっせいに生

徒が集まって本を選ぶ従来のやり方ではな

く、学年ごとに開催日と時間を分け、階段教

室を使って行われました。 

喜茂別中の生徒たちは休み時間に階段教

室に並んだ本を閲覧し、昼休みと放課後を

使って希望の図書が貸し出されました。 

階段教室の長机に整然と本が並んだ様子

は、これまでの「学校ブックフェスティバル」

のイメージとは大きく異なります。ですが、

中学校での開催ということもあり、生徒た

ちは制服姿のまま冬の冷たい体育館の床に

しゃがみこんで本を選ばずに済みました。

また、運営の面でも、シートを引いたり机を

運んだりといった準備・片付けの作業を省

くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響を受け、普段とは違うかたちでの開催となりましたが、工夫さ

れた新しい学校ブックフェスティバルのやり方の一つとして、ここに紹介いたします。 

喜茂別町立喜茂別中学校ブックフェスティバル 

12 月 18 日（金）～12 月 22 日（火）  

▲ 階段教室の机に並べられた図書。 

探す楽しみはそのままに、本も人も“密”を
避ける工夫がなされました。 

普段あまり図書館に来ない生徒も、 ▶ 
興味を持って閲覧。 

しかけ絵本は 1 週間、廊下に展示 
しました。 

▲ 授業時数を使わず、休み時間と放課後で 
実施。 
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(7) 学校図書館サポートブックス事業 （22市町村 のべ60セット） 

学校の朝読や昼読、調べ学習等で活用できる本をセットで貸し出すもので、学校図書館での活

用をはじめ、学級文庫や市町村立図書館（室）での貸出しなど、幅広く利用していただけます。

貸出期間は約半年のセットと約２か月間のセットの 2 パターンで、夏・冬休み中の貸出し、複数

の学校で巡回をさせるなど、色々な使い方ができます。 

令和２年度（2020 年度）は、全 12 種類活用されました。 

 

セット名 利用市町村 

アイヌ文化を知る本 喜茂別町、白老町、愛別町、中川町、小平町、羅臼町 

北海道を知る本Ｎ（Nature） 富良野市、愛別町、鹿追町、羅臼町 

北海道を知る本Ｈ（History） 白老町、名寄市、富良野市、愛別町、小平町、鹿追町 

授業お役立ちセットＭ（光村図書） 白老町、富良野市、釧路町 

授業お役立ちセットＫ（教育出版） 赤井川村、様似町、奥尻町、美瑛町、愛別町、中川町 

中高生向けおすすめセットＡ 

（ノンフィクション） 
ニセコ町、喜茂別町、愛別町 

中高生向けおすすめセットＢ 

（フィクション） 
ニセコ町、愛別町、小平町 

体力向上・スポーツブックス 福島町、富良野市、愛別町、小平町 

朝読・昼読ブックス 
倶知安町、奥尻町、旭川市、美瑛町、鷹栖町、愛別町、小平町、

苫前町、斜里町、別海町 

仕事ナビブックス 喜茂別町、美瑛町、中川町、小平町 

Hokkaido愛食・食育ブックス 富良野市、愛別町、小平町、羅臼町 

理科読セット 喜茂別町、倶知安町、富良野市、鷹栖町、愛別町 

 

令和 3 年度も貸出しを行います！ 

それぞれのセットの具体的な内容は、当館のホームページや図書館ポータルで公開している

「学校図書館サポートブックス資料リスト」をご覧ください。 

朝読や図書室展示など、来年度の学校図書館の充実に、是非ご活用ください。 

※年度当初の申込みはすでに締め切りましたが、在庫に余裕のあるセットについては

追加募集を行っています。詳細は道立図書館にお問合せください。 
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【令和 3 年度学校図書館サポートブックス セット一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※1期（4～7月）、2期（8～12月）、3期（1～3月） 

前期（4～9月）、後期（10～3月） 

 

◆◆◆活用事例紹介◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  
 

■ 羅臼町 

 貸出セット：アイヌ文化を知る本、北海道を知る本 Nature  

本来は宿泊研修や修学旅行などに向け 

た学習での活用を想定していました。 

しかし今年度は、新型コロナウイルスの

影響により日程がずれ込み、資料の貸出期

間とは噛み合わなかったため、専用コーナー

を作って調べ学習などで活用しました。 

 

 

 

 

■ 富良野市 

 貸出セット：Hokkaido 愛食･食育ブックス、理科読セット  

「Hokkaido 愛食･食育ブックス」は、小学校 3～4 年生で、野菜の栽培から料理や栄養な

どについて学習した際に、前後の調べ学習で活用しました。 

「理科読セット」は、小学校 1～2 年生で、昆虫や動物についての学習で活用したほか、

冊数が多かったため、目的ごとに並べ替えながら活用しました。 

アイヌ文化を知る本 

1 箱（約 40 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

北海道を知る本History 

1 箱（約 40 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

北海道を知る本Nature 

1 箱（約 40 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

授業お役立ちセット M 

4 箱（約 160 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

授業お役立ちセットK 

4 箱（約 160 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

中高生向けおすすめセットA 

3 箱（約 160 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

中高生向けおすすめセットB 

3 箱（約 120 冊） 

1 期 or 2 期 or 3 期 

 

体力向上･スポーツブックス 

4 箱（約 180 冊） 

前期 or 後期 

 

朝読･昼読ブックス 

3 箱（約 120 冊） 

前期 or 後期 

 

仕事ナビブックス 

2 箱（約 60 冊） 

前期 or 後期 

 

Hokkaido愛食･食育ブックス 

4 箱（約 150 冊） 

前期 or 後期 

 

理科読セット 

6 箱（約 230 冊） 

前期 or 後期 
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◆ 学校図書館は、協力貸出の利用登録が必要です。 

◆ 資料到着希望日の２週間前までにお申し込みください。 

(1) 令和 3 年度市町村活動支援事業 

① 追加募集のお知らせ 

   令和 3 年度実施予定の事業について、現在追加募集を行っています。募集対象の事業や申込

期限は、各教育局からの通知をご覧ください。 

   また、２～３月初旬にかけてお申込みをいただいた各事業の実施決定も、追加募集と同時に

通知しています。合わせてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業貸出し新規セットのご紹介 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はセットの一部です 

 
 

●図書館・図書室での展示に ●学校図書館での調べ学習に 
幅広くご活用ください 

 
 

詳細は、道立図書館ホームページで！ 

アイヌ文化を調べるセット（中～高向/約 40冊） 

防災かみしばい

もあります 

 追加募集の〆切後も…  運営相談等のお問合せや学校図書館サポートブックスのお申

込み（セット在庫のあるもの）については、随時受け付けます※。 

 「新年度の予定が決まっていない」「担当者が変わる」など、図書館（室）や各管内図

書館振興協議会等のご都合に合わせて、道立図書館にお問合せください。 
 

※追加募集〆切後は、お問合せいただいた順に対応いたしますので、ご了承ください。 
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(2) 支援活動用資料の譲渡について 

 
支援活動用資料は、主に市町村立図書館、公民館図書室等の活動支援を目的として収集

した資料です。 

この支援活動用資料のうち、大量一括貸出し等で一定の期間市町村で利用され、保存年

限を経過したものを除籍し、道民の皆さんにご活用いただくため、無償でお譲りします。 
 
 
 

1 箱から送付可能ですので、 

お気軽にお申し込みください。 
   

  

  

◆◇◆◇◆ 申込みと利用についての注意 ◆◇◆◇◆ 

  [資料について]  

・選べる内容は「実用書」「児童書」の２種類です。 

・いずれも約 15～20 年前に発行された資料が中心です。 

・資料は箱単位で送付します。  

（1 箱 30～50 冊程度。資料のサイズ等によりバラツキがあります。） 

・1 箱の中に複本がある場合があります。 

・資料のバーコード･蔵書印は、消印を押印してあります。 

[申込みについて] 

・電話や図書館ポータルによるお申込みは、受け付けておりません。 

申込書にご記入の上、FAX により送信してください。 

・1 回の申込受付は、実用書･児童書それぞれ３箱までとします。 

・資料到着後の交換･返本の希望には沿いかねます。 

[利用について] 

・有償での譲渡はご遠慮ください。 

 

 

※ 譲渡可能資料の在庫がなくなり次第終了し、図書館ポータルからお知らせします。 

 

 

 

 

 

【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 メール shienka@library.pref.hokkaido.jp 

http://grw-webmail.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/dnpwml/dnpwmljs.cgi?xfid=1
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支援活動用資料譲渡申込書（兼 FAX 送信票） 

 

北海道立図書館 企画支援課 行 

ＦＡＸ ０１１－３８６－６９０６ 

  年  月  日 

 

              図書館（室）名： 

                連絡先：ＴＥＬ（    ）   － 

                    ＦＡＸ（    ）   － 

                 担当者職･氏名： 

 

希望する資料の申込欄に○をつけ、箱数をご記入ください。 

 

※ 申込み後に担当者から確認のご連絡を差し上げる場合があります。 

※ 1 箱 30～50 冊程度。資料のサイズ等によりバラツキがあります。 

 

 

 

 

 

申込欄 分  類 箱  数 使 用 目 的 

 実用書     箱  

 児童書     箱  
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(3) 情報システム更新について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道立図書館ホームページも新しくなりました！ 

 

 

 

                              ・あけぼのつうしん 

                              ・市町村活動支援事業案内 

（案内と資料リスト） 

                                  は、こちら！！ 

※そのほか、関連ページに

もリンクがあります。 

 

 

 

 

(４) 研修案内 
 

 

 

 

 

■国立国会図書館 

「令和 3 年度講師派遣型研修募集開始のご案内 －オンライン研修会での講師のご希望を募

集します」 
 

国立国会図書館では、各地の図書館などが主催するオンライン形式の研修会への講師依頼

を募集しています（募集締切 4/16）。詳細については、下記をご確認ください。 
 
   ○令和 3 年度講師派遣型研修のご案内 

     https://www.ndl.go.jp/jp/library/training/guide/210316_01.html 

 

「研修」の項目追加 

情報共有フォルダの中に埋もれていた研修

動画などを、左側項目に新設された「研修」に

まとめ、アクセスしやすいようにします。 
 

北海道雑誌新聞総合目録 

タイトルの検索結果の表示件数を５件から

最大 50 件までに増やしました。 
 

「読みたい順予約」の表記へ変更 

「優先予約」の表記を、分かりやすい「読み

たい順予約」に変更し、各図書館（室）で相互

貸借状況画面から設定できるようにしました。 
 

 

北海道立図書館 
情報システム更新の
お知らせ 
 

3/９（火）に更新！ 
 
同じシステムを使うため、基本的

には大きな違いはありませんが、 

図書館ポータルサイトが 

見やすくなりました。 

 

その他の変更点については、一般

資料サービス課からのお知らせを

ご覧ください。 

図書館ポータル 

道立図書館とは＞刊行物

＞その他の刊行物等 

全国各地域で行われる図書館地区別研修等のオンライン開催に関する情報をお知らせします。 

※令和 3 年度の大会・研修会等の情報は「あけぼのつうしん」No.73（2021.1.27 発行）をご覧

ください。 

準備中 

https://www.ndl.go.jp/jp/library/training/guide/210316_01.html


 

あけぼのつうしん No．75 

発行日 令和３年（2021 年）３月 31 日 

編 集 北海道立図書館総務企画部企画支援課 

発  行  北海道立図書館 

〒０６９－０８３４ 江別市文京台東町 41 番地  

ＴＥＬ ０１１－３８６－８５２１ 

ＦＡＸ ０１１－３８６－６９０６ 

ホームページアドレス https://www.library.pref.hokkaido.jp/ 

 室内で過ごす時間が増えた今シーズンの冬。道立図書館の窓から見た景色の話

題を２つ。ある日、換気をするために閲覧室の窓に近づくと、子ども用の赤いソ

リが目に入りました。雪で覆われたその場所が、自転車置き場であったことを思

いだして二度見。小さなお客様の、見事な“駐車”ぶりでした。 

もう１つは、企画支援課の事務室から見える南側の風景。建物の裏側にあたる

ため、冬ともなればほとんど人は通りません。ですが、雪の上には軽やかな足跡

が…。リス？キツネ？シカ？図鑑で調べることもせず、カーテンの隙間から、そ

の姿を見せてくれる日を待っています。 

 

 みなさんの図書館（室）の活動の情報をお寄せくださ

い。好評だった事業、新しく始めた取組など、随時受け

付けています。 

『あけぼのつうしん』読後の感想もお待ちしています。 

 → shienka@library.pref.hokkaido.jp 

mailto:shienka@library.pref.hokkaido.jp
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