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（１） 学校図書館運営相談事業 

学校図書館運営相談事業は、市町村立図書館（室）による学校図書館への支援につ

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。地域の学校へ一緒に出向

き、教諭・学校司書の皆さんと具体的な運営相談や環境改善、研修等を行っています。 

 

●砂川市図書館（北海道砂川高等学校） 

11 月 21 日、平成 29 年度空知管内高等学校図書館教育研究会において、

「“知りたい”に応える学校図書館～図書館資料の選定の視点から～」をテーマに道

立図書館職員が講演を行いました。 

砂川市では、「第二次子ども読書活動推進計画」において、高校生までを対象と

した計画を策定しています。今年度、北海道砂川高等学校は空知管内高等学校図書館

教育研究会の事務局を受け持っており、砂川市図書館に研修の相談があったことか

ら、砂川市内の学校図書館の利用環境を整えるための研修の位置づけとして、実施し

ました。 

講演に引き続いての情報交換の場では、参加者の学校図書館担当の教職員 20 名か

ら、高等学校図書館の現状について聞くことができました。 

 

 

 

 

道立図書館には高等学校からも照会が増えてきており、30 年度から道立高等学校を対象

に運営相談事業を始めます。地元の道立高等学校から相談があった場合は、この事業も併せ

てご紹介ください。 

※ 市町村立高等学校の場合は、従来どおり市町村活動支援事業（学校図書館運営相談）

をご利用ください。 

 

！！！ お知らせ ！！！ 

●実施校数：平成 30 年度は試行として３校 

●募集及び実施決定については各教育局を通

じて通知します。 

●近隣校と合同の学習会などにも対応します。 

道立高等学校図書館運営相談事業 
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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、道立図書館から大量の本を貸し出し、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。子どもたちの読書意欲を引き

出し、市町村立図書館等と学校などとの連携を促進することを目的としています。 

 

●積丹町立野塚小学校（日司・余別小学校合同実施） 

 12 月 11 日、雪混じりの強風の日でしたが、町中心部から離れた 3 校は、体育や

音楽など、日常的に合同授業を行っており、バスによる移動は慣れたようす。 

でも、会場校の野塚小の児童たちはやや緊張した面もち。なぜなら･･･。 

 

 

 

 

 

導入は読み聞かせを充てる場合が多い

のですが、今回は町からの要望により、

ビブリオバトルを行いました。 

体験授業で行ったことのある野塚小の 

全児童５名がバトラーとなり、他の学校の児童や先生を含めた全員で質問・投票を行い

ました。バトラーは皆、練習を重ねた様子で、落ち着いて発表。紹介した本は体育館で

展示し、自由に手に取れるようにしました。 

 続いての本選びは、会話をしながらの

和やかな時間となりました。スポーツや

工作など、好みのジャンルの本を手にと

って選ぶ児童が多い印象でした。 

 この日は先生たちの選択分を合わせ、

83 冊の貸出しとなりました。 

 ビブリオバトルは他校の先

生たちの興味を引き、「今回

で何回目か？」、「どのくら

い練習したのか？」などの質

問が寄せられていました。今

後の展開が期待できそうで

す。 

3 校 15 人による合同実施 

導入として 

ビブリオバトルを！ 

 

 

 

じっくり・ゆったり選びます 

質問タイムに勢いよく手を挙げる子どもたち 
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H29 年度北海道立図書館市町村活動支援事業アンケート調査報告（概要版） 
 

「H29 支援事業アンケート調査」回答をもとに、集計結果をまとめました。 

お忙しい中、調査に御協力いただき、ありがとうございました。 

 調査結果の一部概要をご紹介いたします。 

 

 ・照 会 日  平成 29 年 11 月 17 日 （回答期限 平成 29 年１2 月 15 日） 

 ・照会方法  メール又はファクシミリで送付及び回収 

 ・照 会 数  道内 179 市町村 

 ・回 答 数  130 市町村 （回収率 72.6％）  

 

 

１ 市町村活動支援事業の利用について 

 

（１） 利用実績 （回答数 130 市町村） 

 

利用している （80.8％） 利用していない 

(19.2％) 
H28 に利用 (60.8％) 

おおむね 3 年以内に 

利用 (20.0％) 

 

Ｈ29 年度単年としては、60％超の利用率ですが、おおむね 3 年以内では、80％以上の市町村で

何らかの支援事業をご利用いただいたという結果になっています。 

今後も、利用案内や図書館ポータル、『あけぼのつうしん』等を通じて活用事例を紹介するなど、

情報提供を行い、皆様にご利用いただけるよう努めます。 

（２） 市町村活動支援事業への意見・要望 

意見・要望 企画支援課より 

運営相談事業へ申請をすれば良かったのだが、当

町のようなレベル・状況で申請をしていいのか、事業

内容に合致するのかという疑問と遠慮があった。既存

事業は大変魅力的なので、資料に背中を押す一文が

あれば、当町のような状況の町でも利用しやすいのか

もしれない。 

遠慮はいりません。気軽にご相談ください。利用案内

や図書館ポータル、『あけぼのつうしん』等を通じて情報

提供をする際、利用しやすい内容になるよう工夫に努め

ていきたいと思います。 

募集が前年度にかかるため、次年度の人事異動の

結果如何では開催できるかの不安を抱えているた

め、なかなか応募できない。 

引継ぎなどで対応していただきたいですが、どうして

も止むを得ない場合は、キャンセルにも対応いたします

ので、早めにご相談ください。 

（大量一括貸出しについて） 

当館は小説・実用書の利用が多く、児童書の利用

が非常に少ないため、できることなら児童書を減らし、

その分を小説等に充ててもらえれば、更に貸出冊数

が増えると思う。 

１回の貸出し冊数を上限３００冊として、読み物、実用

書、児童書を承っておりますが、それぞれの内訳は申込

む際に調整ください。“児童書０冊”などでも差し支えあり

ません。 
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意見・要望 企画支援課より 

・ブックカバーかけやPOPづくりなど初歩的な実務研

修を行っていただける事業であれば利用したい。 
 

・希望する市町村（公立図書館の無い）へ公立図書館

の意義をお話しいただけるような出前講座 

職員のスキルアップや研修等の実施は、「運営相談

事業」でお申し込みください。研修等以外にも、それぞれ

の市町村の要望にあった内容での実施を検討させてい

ただきます。（ただし、道立図書館職員以外の外部講師

を希望する場合は含みません。） 

（相互協力促進事業について 1）  

・図書館職員及びボランティアを対象とした、修理講習

会や読み聞かせ講習会等のメニューがあるとよい。 
 

・小規模の研修でも対応していただけるメニューをお

願いしたい。 

 相互協力促進事業は、複数市町村合同で図書館振興

や読書推進に関わる活動を支援する事業で、当館職員

を講師として派遣し、研修会・学習会等で情報提供、市

町村の連携事例の紹介など、地域の相互協力の促進

について助言します。 

したがって、テーマは皆様が設定した内容に応じて

助言等を行うものとなります。 

 期日・時間等についてはご相談に応じますので、実施

したい内容を事前にお知らせください。 

 個別の市町村内を対象とする際は、「運営相談事業」

でお申し込みください。それぞれの要望にあった内容で

の実施を検討させていただきます。 

（相互協力促進事業について 2）  

・どの事業が相互協力促進事業にあたるのか、少しわ

りにくい。 
 

・事業名からの内容がわかりにくい。「相互」というの

は人員を指すのか、物流なのか。道立図書館と地域

各図書館なのか、地域各図書館同士の協力を道立

図書館が間に入ってサポートするのか。 
 

・もう少し、事業の内容を知りたい。 
 

・今後、こちらからも情報収集に努め、また道立図書

館からも、この事業をもっと発信していただければと

思っています。 

あけぼのつうしんで本事業を何度かご紹介いたしまし

たが、具体例を挙げるなど、更にわかりやすい説明に努

めていきたいと思います。 

また、ご利用いただいた団体からは、大変好評につ

き、さらに周知に努めていきたいと思います。 

 

 

全体の傾向として、講師派遣（調整や企画、外部講師の紹介）についての要望が多数寄せら

れたほか、学校向けの支援など、時勢を反映した要望が具体例として 

あげられました。 

いただいたご意見は、今後の事業展開の参考とさせていただきます。 

 

 

ご協力いただき、ありがとうございました❤ 

http://4.bp.blogspot.com/-yBArOLjnh_g/UNO5xhutrFI/AAAAAAAAI0g/z_H9AqzvY4I/s1600/syazai_business_woman.png
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（1）奥尻町海洋研修センター図書室 

～ 図書室に一日限定カフェ、オープン！ ～ 

 
 当館の事業貸出資料は、「おはなし会」や「ぬいぐるみおとまり会」、「図書

フェスティバル」など様々な事業で使われています。利用後には、子どもたちの

笑顔あふれる写真を提供いただくことも少なくありません。 

そこで今回は、事業貸出資料も利用いただき開催された注目のイベントを二つ、

ご紹介します♪ 

 

 

 

 

「カフェもある図書館」は全国各地で見受けられるようになってきています

が、図書館（室）内で飲食できる、というのは新鮮です。 

 

○ 事業名：本のよみきかせ事業 うみいろ Cafe 

○ 日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 

○ 内容：普段飲食等ができない図書室を一日開放して、飲み物とお菓子を無料で   

提供した。 

○ 利用資料：：大型絵本『ちゅーちゅー』ほか４冊（道立図書館事業貸出資料） 

 

一日限定で行われたこの取組、「普段利用のない方にも気軽に足を運んでもら

えるように」と企画されたそうです。 

図書室単独での開催となった今年度（前年は町民文化祭の開催に合わせて実

施。）は、大人５５名・子ども４０名が参加。幼稚園や小学校教諭の方もボラン

ティアとして参加され、大型絵本や紙芝居を使った、普段の読みきかせとは違っ

た内容を工夫して実施されたとのことです。 

新鮮なイベントは、住民の「図書館に行ってみたい」ゴコロをくすぐります。 

 

 

 

図書室で一日だけカフェをオープンします （奥尻町 HP イベント情報より） 

絵本の世界に夢中！ 
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（2）中川町中央公民館図書室 

～ おとな限定！ ～ 

 

 

 

 

 

 

読書の世界は子どもも大人も楽しめるものですが・・・ありそうでなかなか見

かけない、「おとな対象」の読みきかせイベントをご紹介します。 

 

○ 事業名：読書週間事業「椅子ヨガと大人のための読みきかせ」 

○ 日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 

○ 内容：読書週間のテーマに合わせ、図書室の空間で絵本の読みきかせを行うこ

とにこだわり、椅子ヨガによる内観後に読みきかせを行った。 

○ 利用資料：大型絵本『モチモチの木』（道立図書館事業貸出資料） 

  

「昼下がりの図書室で 椅子ヨガと読みき

かせのちょっと贅沢な時間を過ごしてみませ

んか？ 心も体もしっかりとほぐれたら、本

に恋する季節を感じていただけるのではない

でしょうか･･･」（椅子ヨガと大人のための

読みきかせチラシ兼参加申込書より引用） 

大人のための読みきかせは、図書室まつり

のイベントの中のおとな対象イベント。 

会場の一体感が素晴らしく、涙される方も

いらっしゃったそうです。 

ゆったり本と向き合う、まさに「おとなの

ための」イベントといえそうです。 

 

 

 

 

昼下がりの図書室で 

椅子ヨガと読みきかせの 

ちょっと贅沢な時間を過ごしてみませんか？（中川町提供のチラシより） 

読みきかせの世界へ 椅子ヨガを体験 

※図書室まつりチラシ（イベント紹介部分抜粋） 

提供：中川町中央公民館図書室 
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★図書館司書、募集中！ 

ID、パスワードが

わからなくなって

いる場合は、そっ

と！企画支援課へ

お電話を！ 

（1）図書館ポータルを活用しよう！ 

 

道立図書館のホームページには、IDとパスワードを設定した図
書館職員専用のサイトがあり、道内の図書館で共有したい情報を
発信したり、共有ファイルを使って情報を相互に活用できます。 
「伝言板・情報交換」機能では、イベント情報の発信、人事異

動、休館情報、求人情報、アンケートの実施・回答など、図書館
同士の情報共有に使っていただけます。 
また、この機能は、全道図書館への一斉発信のほかにも、地域

や個別の図書館を選んで発信することが出来ますので、メールの
代わりとしても利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
「情報共有ファイル-８公共図書館のフォルダ」は、各自が自由  

 にファイルを作成できる機能があります。チラシやポスターを 
置いて、伝言とリンクを作ることができますよ！ 
（1 市町村 1 フォルダでお願いします。） 

 
 
            

★みんな見て！来て！イベントの情報発信！ 

借受けの申込みや、道立図

書館への購入リクエストの

申込みだけじゃない！ 

 

図書館職員専用 

図書館ポータル 
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（2）相互協力促進事業って、なあに？ 

複数市町村合同といった、団体の行う「図書館振興や 

読書推進に関わる活動」を支援する事業です。 

つまり、複数の団体がお互いにスキルアップしあう研修会・学習会等

に、当館職員を講師として派遣し、情報提供、市町村の連携事例などの

紹介やテーマにあった助言を行い、地域の相互協力の促進を支援します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相互協力促進事業 

対 象 複数市町村からなる団体等（10 地域） 

内 容 当館の職員を派遣し、情報提供や助言等を行う。 

テーマ 申込み前に、当館と期日や内容等について相談 

料 金 謝金不要、旅費等は当館で負担 

申込み 各教育局を通じて当館に申込み 

実績報告 不  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助言 

情報提供 

★ 複数市町村合同の学習会・研修会 

★ 社会教育担当者研修やボランティア研修会等 

（近隣の市町村と合同） 

★ 複数の市町村立図書館等職員などが集まる事業 

テーマは皆様次第！ 

内容に応じた情報提供や助言等 

を行います。 

各市町村単独実施の場合は、 

  

 

 

複数の団体（複数市町村合同）のスキルアップに！ 

地域が相互に協力し合う体制を促進！！ 

相互協力促進事業って 

どんな事業？ どんな 

メニューがあるの？ 

道立図書館が 

研修メニューを 

用意するん 

じゃないの？ 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-TNYxaaJmP6E/UxbLn1r8efI/AAAAAAAAeBc/BQ9fcwKGJR4/s800/pose_naruhodo_man.png
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◆◆◆ 申込みの流れ ◆◆◆ 

１）北海道立図書館企画支援課へ事前相談（内容・期日など） 
   

２）市町村教育委員会を通じ、各教育局社会教育担当者へ。 

３）道立図書館へ各教育局から報告後、実施決定通知を実施市町村に送付 

本
事
業
の
活
用
例 

図書館の 

企画展示 

学校図書館との 

連携 

効果的な図書館

（室）のサイン 

本の紹介文を 

書いてみる 

子どもの 

読書普及 

公立図書館の 

危機管理 

このような管内での研修会・学習会に、相互協力促進事業を活用いただきました ♫ 

①

 

市町村の 
教育委員会へ 

③
報 

告 

団体 
事務局 

教育 
委員会 教育局 

北海道立図書館 

各教育局へ 

②市町村教育委員会を通じて申込み（  様式 7） 

011-386-8521 

（担当窓口：企画支援課） 

まずはお気軽にご相談ください！！ 

http://2.bp.blogspot.com/--y9aOw5elts/UrEhgOLwK3I/AAAAAAAAb5Q/bes3nQ1GixI/s800/denwa_kotei_woman.png


10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あけぼのつうしん No．６１ 

発行日 平成３０年１月２６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 
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ホームページアドレス http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 

ご承知のとおり、平成 29 年 10 月 18 日（水）、一般資料閲覧室のアスベストを 

含む天井材の一部に剥離が確認されたため、利用者の皆様に安全かつ安心してご利

用いただけますよう、平成 30 年度に全面的なアスベスト除去工事を行うこととなり、

工事が終了する平成 31 年 3 月末まで、臨時休館とさせていただくこととなりました。 

皆様には、長期間にわたりご不便、ご迷惑をおかけし大変申し

訳ございませんが、何卒、ご理解とご協力をいただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

なお、相互貸借、協力レファレンス、市町村への活動支援は通

常通り行っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げま

す。 

詳しい情報につきましては、当館ホームページをご覧ください。 

道立図書館休館のお知らせ 

http://1.bp.blogspot.com/-gqRVYh1GDtk/U-8HCTnbliI/AAAAAAAAk-I/MHQDeHu8Qso/s800/business_ojigi_woman.png
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