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■ 上半期 市町村活動支援事業実施の状況から
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（１） 運営相談事業

運営相談事業は、市町村立図書館（室）の活動を活性化するため、運営全般につい

て助言等の支援を行うものです。道立図書館の職員が市町村立図書館（室）や教育委

員会を訪問し、助言や情報提供を行います。 

●美唄市立図書館

６月３０日に美唄市立図書館で運営相談を実施しました。 

今回は「子どもの読書活動推進のため、小学校等でブックトークやビブリオバ

トルを活用した事業を計画しているが、実践の手法や運営、企画方法について実

演を交えて指導してほしい」という

相談内容でした。 

ブックトーク体験では、講義を始

める前に、対象者を小学校高学年と

想定し、20分の実演を行いまし

た。訪問した時期が夏に近かったの

で、ひんやりとした気分を味わって

もらおうと、テーマを「恐怖」に3

冊の本を紹介しました。 

 次に行ったビブリオバトル体験で

はそのルールや進め方について講義を

行いました。 

 その後、参加者と当館職員計 6名で

ミニ・ビブリオバトルを実施しました。 

今回の内容は、一人につき、3分間の

発表と2分間のディスカッションを行

い、その後チャンプ本投票を行うとい

うものでした。参加された皆さんは、

全員ビブリオバトルは初めてとのこと

で、制限時間内に発表するということ

に戸惑いながらも、やはり、好きな本

のためか、熱心に紹介を行っていまし

た。 

 最後の情報交換では、美唄市立図書館と学校との

連携の状況について聞き取りを行いました。現在行っている学校への配本のほか、ブッ

クトーク等も取り入れていけないか検討をしているとのことでした。 

ブックトーク実演中！ 

ビブリオバトル体験中！



■ 上半期 市町村活動支援事業実施の状況から
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（２） 学校ブックフェスティバル事業 

学校ブックフェスティバルは、子どもたちに読書の楽しさを知ってもらうことを目

的とし、道立図書館から大量の本を貸出し、体育館にランダムに並べた本の中から自

由に選んでもらう事業です。図書館（教育委員会）、学校、ボランティア（PTA）

が連携して実施します。 

●神恵内村立神恵内小学校

７月６日に、神恵内小学校において、

学校ブックフェスティバルを実施しまし

た。体育館の入口に「ブックフェスティ

バル」のメッセージボードを作るなど、

雰囲気作りに工夫があって、子どもたち

も楽しみにしているようでした。 

全校児童数 36名と先生方も合わせて

１76冊の貸出しがありました。 

しかけえほんやおはなし迷路を楽しん

でいる子ども達もいましたが、すぐに借

りた本を読み出す子どもたちも多く見ら

れました。 

昨年度は、「読書活動充実事業」

で中学校に、「学校図書館運営相談

事業」で小学校にお伺いしました

が、今年は「学校ブックフェスティ

バル事業」「運営相談事業」での訪

問になりました。教育委員会が連携

して、単年度にとどまらない活動になっています。 

ボランティアの方と教頭先生の協力による読み聞かせ 

借りた本を夢中になって読む子どもたち 



■ 道内図書館（室）トピックス
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●市立小樽図書館

～おたる水族館とのコラボ企画 ～ 

 市立小樽図書館とおたる水族館という、一見関係がなさそうなふたつの機関が

コラボするユニークな企画がありましたので、ご紹介します♪ 

「図書館で海の生き物とふれあう？」 

一体、どういうことでしょうか？ 

今回は、昨年から始まった市立小樽図

書館とおたる水族館とのコラボ企画をご

紹介します。図書館と水族館との連携は、

小樽の活性化について本気で考えるプロ

ジェクト（通称「本気プロ」）の一環で、

小樽商科大学の学生が図書館活性化を課

題に企画し、これがきっかけで始まった

ものです。 

「すいぞくかんがやってくる」と題し、 

昨年 12月に実施された第 1回目の企画

は、海の生き物に関連した読み聞かせや展

示のほか、飼育員の楽しい話やゲーム、ウ

ニやヒトデといった海の生き物に触る体験

など盛りだくさんで、参加者は大いに盛り

上がったそうです。 

第 2回目となる今年は、「おたる水族

館とくべつ展示」（4月 23日～5月 12

日開催）で、貴重な海の生き物についての

パネル写真展示や水族館の館長を含む 5

人の飼育員のおすすめ図書を顔写真とコメ

ント付きで紹介し、さらに関連図書約 50

冊の展示貸出しを行いました。 

図書館で水族館のことや、海の大切さ、

生き物の不思議を味わい、実際に水族館で

体験できる、大変すてきなコラボ企画とな

ったようです。 

図書館で海の生き物とふれあってみませんか？ （イベント紹介チラシより）

なんと、これ図書館の中！ 

えほんコーナーが水族館に？ 

なんとも不思議な海の生き物が館内に登場！ 

http://4.bp.blogspot.com/--Qy9P3hBog0/Udy6n_9OUkI/AAAAAAAAWJw/oL95HsUFcVc/s800/fish_hitode.png
http://4.bp.blogspot.com/-rnNReEJJOC4/VcMlOQ-11II/AAAAAAAAwXk/q2y-svDvRSs/s800/fish_gangaze.png
http://1.bp.blogspot.com/-M2cqZix1knw/VpjBsN_Gq8I/AAAAAAAA264/F87x7_4zd6w/s800/fish_dangouo.png
http://3.bp.blogspot.com/-G35TvKEmai0/Ut0BBIQ0FyI/AAAAAAAAdQ8/ivcHpSoWU0Y/s800/nettaigyo_namako.png
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●豊頃町図書館

町広報に連載 100 回！ 

 豊頃町図書館では、「広報とよころ」内の見開きページ「みんなの図書館」で

図書館の活動を紹介しています。そこでの連載なんと 100 回！「図書館の本で作

ってみました」の企画を紹介します。 

 平成21年5月のスタートから、一度も休むことなく継続してきたこの連載。所

蔵資料から単に工作や手芸の本を紹介するのではなく、作成の工程と完成品の写

真を合わせて掲載しています。子どもだけでもできそうなものから、大人も（こ

そ？）楽しめるものまで。「○○と□□を用意します」から始まり、テンポ良い

展開のあと「完成です」で締めます。最新の完成品はカウンターに飾られますが、

レジンアクセサリーの回はママたちの反響が予想外に大きかったとのこと。 

ちなみに、第 1 回は「フェイクスイーツ」、第 100 回は「自動販売機」でした。

連載開始当初から職員の代替わりを経つつも、まだまだ続く勢いです。 

 

※平成 24 年 1 月号以降の広報は豊頃町のホームページからアクセスできます。 

http://www.toyokoro.jp/bunya/C1/kikakuka/index.html 

第 91回 ペーパーナプキンを使ってカラフルな花を作る

『ペパナプフラワーBOOK』河出書房新社 

第 93回 玉とばしをつくる 

『紙コップでつくろう！』竹井史郎著 小峰書店 

第 95回 ぱっちんカードスタンドを作る 

『お菓子のパッケージで作ろう！エコなグッズ エコ・

文房具』平田美咲著 汐文社 

 祝 



■ お役立ち情報
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道立図書館では、市町村立図書館や公民館図書室等へ

の支援のため、さまざまな支援貸出事業を行っています。 

事業貸出しは、支援貸出事業のひとつで、大型絵本、しかけ絵本、エプロンシアター、

おはなし迷路など、子どもたちに人気の資料を貸出し、図書館まつりを始め、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において活用いただい

ております。 

◆ 

事

業

貸

出

し

用

資

料 

◆ 

内 容 資料リスト該当頁 

大型絵本 139 冊 ７～12 

しかけ絵本 A～H セット、Y セット（幼児向け） 13～21 

エプロンシアター 20タイトル 22 

パネルシアター 27 タイトル 22～23 

パネルシアター関連用品 6 点 23 

おはなし迷路 11タイトル 23～24 

藤田浩子のおはなしの小道具 5 セット 24 

大型紙芝居 13 タイトル 24 

紙芝居 152タイトル 25～29 

紙芝居関連用品 （三面開標準型２、豪華幕付型１、大型紙芝居用舞台１ ） 29 

調べ学習支援セット ８タイトル 29 

外国語絵本 329 冊 
別冊 資料リスト 

「外国語絵本」 

布絵本 ２タイトル 30 

各種イベントに 

いかがですか？

いろいろな組み合わせで楽しい 

イベントになりますよ～♫ 

ぜひご活用を！ 

当館ＨＰにリストを 

掲載しています。 
紙芝居に･･･ 

大型絵本 

どんな 

イベントにしようかな？ 

http://4.bp.blogspot.com/-GkpJdW--_FQ/UYtb30fxqwI/AAAAAAAARsI/BYtuOrQAebw/s800/job_information.png
http://4.bp.blogspot.com/-GkpJdW--_FQ/UYtb30fxqwI/AAAAAAAARsI/BYtuOrQAebw/s800/job_information.png
http://4.bp.blogspot.com/-7HdrDg2W5Oo/VJ6W2oFlU3I/AAAAAAAAqAs/ai1hLprLFBE/s800/apron.png
http://4.bp.blogspot.com/-7HdrDg2W5Oo/VJ6W2oFlU3I/AAAAAAAAqAs/ai1hLprLFBE/s800/apron.png
http://1.bp.blogspot.com/-cHqoaRsMU80/VahR1o000UI/AAAAAAAAvzQ/qWSWxePDj-E/s800/text_ehon.png
http://1.bp.blogspot.com/-cHqoaRsMU80/VahR1o000UI/AAAAAAAAvzQ/qWSWxePDj-E/s800/text_ehon.png
http://1.bp.blogspot.com/-DR2sZP6AZ6w/VhHgius8T0I/AAAAAAAAy_U/xEfzyInm-n0/s800/meiro_irikunda.png
http://1.bp.blogspot.com/-DR2sZP6AZ6w/VhHgius8T0I/AAAAAAAAy_U/xEfzyInm-n0/s800/meiro_irikunda.png
http://2.bp.blogspot.com/-FkFtKQ4I-vE/VMIvJFGCYxI/AAAAAAAAq4Q/oUUHv9U9wOE/s800/pose_souzou_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/-FkFtKQ4I-vE/VMIvJFGCYxI/AAAAAAAAq4Q/oUUHv9U9wOE/s800/pose_souzou_woman.png
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タ イ ト ル 著 者 出 版 者 出版年 

大
型
絵
本 

１ あなたがとってもかわいい みやにし/たつや‖作絵 金の星社 2016 

２ あぶない! 
ラビッツアイ‖文・構成 

鈴木/えりん‖絵 
チャイルド本社 2013 

３ じしんだ! 
ラビッツアイ‖文・構成 

白土/あつこ‖絵 
チャイルド本社 2013 

４ だるまちゃんとかみなりちゃん  加古/里子‖さく/え 福音館書店 2016 

５ 妖怪交通安全 広瀬/克也‖作 絵本館 2015 

６ れいぞうこ 新井/洋行‖作・絵 偕成社 2015 

紙
芝
居 

１ おきゃくさま 
高橋/五山‖原作 

高橋/洋子‖脚色・編集 
全甲社 2014 

２ おどりばダンスホール 
片岡/直子‖脚本・絵 

ときわ/ひろみ‖監修 
雲母書房 2012 

３ かさじぞう 
松谷みよ子∥脚本 

まつやまふみお∥画 
童心社 1980 

４ ごきげんのわるいコックさん まついのりこ∥脚本・絵 童心社 1985 

５ 曾根崎心中 
近松/門左衛門‖原作 

サワジロウ‖脚本・絵 
雲母書房 2016 

６ ももたろう 
松谷みよ子∥脚本 

二俣英五郎∥画 
童心社 1998 

★ 上記の新規の資料の申込みにつきましては、このリストを御参照ください。 

◆ 

外
国
語
絵
本 

◆ 

内 容 資料リスト該当頁 

英語    93 冊 ７～12 

中国語  37 冊 13～21 

韓国語  31 冊 22 

ロシア語  36 冊 22～23 

フランス語 34 冊 23 

ドイツ語  39 冊 23～24 

イタリア語 32 冊 24 

スペイン語 27 冊 24 

英語を含め、８カ国語の言語の絵本

を数多く所蔵しております。 

リスト『別冊 資料リスト「外国語絵

本」』は、当館ＨＰに掲載しております。

http://2.bp.blogspot.com/-n9wOWehRFlw/VRUQDdZWFMI/AAAAAAAAsfw/1pS-e0dvUks/s800/international_school.png
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タ イ ト ル 著 者 出 版 者 出版年 

94 
Brown Bear,Brown Bear, 
What Do You See? 
〈くまさん くまさん なにみてるの？〉  

by Bill Martin, Jr. 
pictures by Eric Carle 

H. Holt c1995 

95 
Choo Choo 
＜いたずらきかんしゃちゅうちゅう＞  

Virginia Lee Burton∥
作・画 

Houghton Mifflin 1964 

96 
David Goes to School 
〈デイビッドがっこうへいく〉 

by David Shannon Blue Sky Press c1999 

97 Elmer〈ぞうのエルマー〉 David McKee 
Lothrop, Lee & 
Shepard Books 

c1968 

98 The Giving Tree ＜おおきな木＞  Shel Silverstein∥作・画  Harper Collins 1964 

99 
Goodnight Moon  
〈おやすみなさい おつきさま〉 

by Margaret Wise 
Brown pictures by 
Clement Hurd 

HarperCollins 
Publishers 

2005 

100 
King Jack and the Dragon 
〈おうさまジャックとドラゴン〉 

Peter Bently & 
[illustrations by] Helen 
Oxenbury 

Dial Books for 
Young Readers 

c2011 

101 
Ox-cart Man  
〈にぐるまをひいて〉 

by Donald Hall 
pictures by Barbara 
Cooney 

Viking Press c1979 

102 
Peter's Chair 
〈ピーターのいす〉 

Ezra Jack Keats Viking 1998 

103 
The Rabitts' Wedding 
＜しろいうさぎとくろいうさぎ＞ 

Garth Williams∥作・画 Harper & Row 1986 

104 
The Story of Ferdinand 
＜はなのすきなうし＞ 

Munro Leaf∥作 
Robert Lawson∥絵 

Viking Press c1964 

105 Swimmy 〈スイミー〉 by Leo Lionni Knopf c1991 

106 
This Is Not My Hat 
〈ちがうねん〉 

Jon Klassen Candlewick Press 2012 

107 A time to Keep〈輝きの季節〉 
written and illustrated 
by Tasha Tudor 

Simon & Schuster 
Books for Young 
Readers 

1996 

108 
Today is Monday 
〈月ようびはなにたべる？〉 

pictures by Eric Carle Philomel Books c1993 

109 Tuesday 〈かようびのよる〉 David Wiesner Clarion Books c1991 

110 Zoom 〈ズーム〉 Istvan Banyai Viking 1995 

★ 上記の新規の資料の申込みにつきましては、このリストを御参照ください。 

 

 

 

申
込
方
法 

④資料発送②在庫の確認 ③申込み ※３

リストは当館 HP に掲載しております。 

（http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/publish/qulnh00000003hhb.html） 

必ず市町村の 

図書館を通じて 

お申込みください。 

http://2.bp.blogspot.com/--y9aOw5elts/UrEhgOLwK3I/AAAAAAAAb5Q/bes3nQ1GixI/s800/denwa_kotei_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/--y9aOw5elts/UrEhgOLwK3I/AAAAAAAAb5Q/bes3nQ1GixI/s800/denwa_kotei_woman.png
http://www.irasutoya.com/2016/03/e.html
http://www.irasutoya.com/2016/03/e.html
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png
http://2.bp.blogspot.com/-ToctV9LqFgk/V4whZABRmLI/AAAAAAAA8Wk/x4U3jigAgoAmgJUD0-u9tgq5H8taICa5QCLcB/s800/yuubin_takuhaiin_man2.png
http://2.bp.blogspot.com/-ToctV9LqFgk/V4whZABRmLI/AAAAAAAA8Wk/x4U3jigAgoAmgJUD0-u9tgq5H8taICa5QCLcB/s800/yuubin_takuhaiin_man2.png
http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/publish/qulnh00000003hhb.html
http://4.bp.blogspot.com/-ELOLYOHFUww/WEYUArO0JTI/AAAAAAABAO8/edNfCA_Hw6MCeVHpQK9uKdpLTYTgDKsdQCLcB/s800/flag_bankokuki.png
http://1.bp.blogspot.com/-EmeI4mowF5Y/UgsvO42YB3I/AAAAAAAAXSo/5RRACkinuFY/s800/tosyokan_woman.png
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  〈展示貸出し申込みの流れ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔テーマの参考〕市町村図書館（室）から申込みのあった展示の一例 

・昭和へタイムスリップ           ・ヘルシーライフ 

・宮沢賢治特集               ・病気に負けるな！～予防から闘病まで～ 

・おとなの図書館まつり（カクテル関連図書）  ・クラフト・アート 

・子どもの読書用展示（読書感想文向けの本） ・愛しのカバージャケット（特殊装丁） 

・このミステリーがすごいランキング＆山崎豊子 

・はじめての古文書教室用展示           

 

…また、道立図書館で行った展示については、今月の展示/展示リストで確認できます。 

ＨＰアドレス http://www.library.pref.hokkaido.jp 

■ 展示貸出しは、随時、お申込みいただけます。 

■ 送料については、片道負担となります。返送にかかる費用は、ご負担ください。 

【申込み・問合せ先】 

北海道立図書館利用サービス部利用サービス課、北方資料課 

電話 011-386-8521 FAX 011-386-6906 

 
道立図書館では、市町村立図書館（室）の展示をサポートする「展示貸出し」を行っていま

す。自館の資料だけでは物足りない、テーマに合った図書や雑誌をまとめて展示したい時など

にぜひご活用ください！ 皆さまのご利用をお待ちしています。 

簡単な３ つのステップで申込みできますので、皆さまのご利用をお待ちしています！ ！  

ステップ２ 

「展示用資料借受申込書」にご記入の上、ファクシミリかＥメールで 

お申込みください。 

 

ステップ１          

まずはお電話で利用サービス課・北方資料課までご相談ください！   

テーマや利用冊数・貸出期間について、担当者が確認させていただきます。

（借受希望日から４週間ほど余裕を持ってお申し込みください） 

 

ステップ３         

ご希望の期日までに、展示用資料をお届けします！！  

図書館（室）での展示等にご活用ください。 

北海道がテーマの
ときには！ 
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展示用資料借受申込書 

 
平成  年  月  日 

 

北海道立図書館利用サービス課 御中 

                                        図書館（図書室）  

        

担当               

 

 

 

展示を行うにあたり資料を借受けたいので申し込みます。  

 

 

展示（行事）名： 

 

 

希望冊数： 

 

 

展示期間： 

 

 

借受期間： 

 

 

展示内容（もしくは資料の種類）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考、その他の連絡事項： 

 

北海道立図書館 利用サービス課あて   FAX 011-386-6906 

北方資料課あて    
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