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（１）運営相談事業（18市町村 延べ 23回） 

市町村立図書館等や教育委員会を訪問し、助言や情報提供等行う

事業です。 

平成 30年度は、移転や改築に関する相談をはじめ、多岐に渡る 

テーマでの相談に対応しました。 

複数回に分けて実施したまちもあり、18の市町村に対し、延べ 

23回実施となりました。 

 
 

  

管内 市町村名 実施日 相談内容 

空知 

岩見沢市 7/31 ・図書の修理及び地域資料の収集や保存について 

上砂川町 

（２回） 

8/28、

11/29 

・POP の作り方と展示方法及び図書室内のレイアウト
について 

・本の修理演習 

夕張市 11/7 ・新施設への移転後のレイアウトについて 

石狩 新篠津村 6/26 
・子どもの読書活動推進計画の策定 
・図書室の環境改善 

後志 

寿都町 4/27 ・実用書及び郷土資料の選定基準 

古平町 11/14 ・図書館の新設計画について 

渡島 

松前町 7/4 ・新スタッフ向け研修会「図書館運営の基礎」 

福島町 5/29 ・図書室の運営や著作権の基本について 

知内町 5/30 ・図書室の運営の基本的事項、学校連携など 

木古内町 5/30 ・図書室の運営の基本的事項、利用促進について 

鹿部町 5/25 
・地域資料の収集や整理について 
・図書館システムについて 

檜山 

厚沢部町 8/8 
・利用者や貸出しを増やす方策 
・ボランティアの募集方法 
・図書館だよりの作成 

奥尻町 6/21-22 
・読み聞かせボランティア向け事例紹介、助言 
・図書室の活性化及び学校連携について 

せたな町      7/24 
・図書室の移転に向けた基本情報と図書館づくりのチェ
ックポイント 
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◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・新図書館の開館に向けて、とても具体的にわかりやすいアドバイスをもらうこと

ができた。 

 

・図書室の環境整備や読み聞かせサークル等との連携について相談させていただ

いた。客観的なアドバイスをもらい、取り組むべき課題が明確になった。 

  

・地域資料の収集・整理について、専門的な視点で助言をもらい、勉強になった。 

 

・他の図書館の取組や改善例を教えてもらい、アピールや外部との連携など、自館

で手薄になっているところがわかった。 

 

 

 

管内 市町村名 実施日 相談内容 

上川 名寄市 6/29 
・図書館改築に向け、新しい図書館に求められる機能・
役割 

 

オホーツク 

 

津別町 

（４回） 

5/8－9、

7/10-11、

11/8-９、

1/31-２/１ 

・図書室の環境整備（まちづくり計画に合わせて） 
・固定化されている利用者層の拡大について 
・小中学生の読書推進について 
・子どもの読書活動推進計画の策定 

雄武町 7/12 ・新図書館への移転に係る運営等について 

十勝 
足寄町 

（２回） 

8/9-10、

２／6-7 

・図書館開館に向けた運営、レイアウト等に関する助言 
・スタッフ向け研修 
・子どもの読書活動推進計画の策定について 
・博物館との連携について 

http://4.bp.blogspot.com/-PwtFKMMvIdM/UdYhLvhvedI/AAAAAAAAV50/gajsRgA1aSM/s605/tatemono_tosyokan.png
http://2.bp.blogspot.com/-bbv25UsyWzI/Wc8fvdc9zZI/AAAAAAABHHw/hXH0WqR1-Ow_LCWCT8Vmqg9xRqaoPlEqACLcBGAs/s800/kids_ryoushin_mimamoru.png
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（２）重点運営支援事業（１町） 

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。 

平成３０年度は次の町で実施しました。 
 

                         

◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・現場を見ていただきながら、改善点のアドバイスをいただけたり、親身になっ

て相談に乗っていただいた。また、必要な資料や情報の提供も、運営する上で

とても助かった。 
 

・新刊本は町民にとても人気があり、様々なニーズに対応できている。 

本を選ぶのが楽しくなるような環境になった。 

 

 

 

 

 

 

管内 市町村名 実施した事業 

オホーツク 津別町 

・運営相談事業（４回） 

 ①こどもの読書週間に合わせたイベント実施、 

子どもの読書活動推進計画策定までの流れ、 

まちづくり計画における図書室の移転計画、 

１年の支援事業の進め方について 

 ②新刊書の利用状況、「読書の記録」(通帳)の活用 

 ③子どもの読書活動推進計画、図書室の利用状況、

公民館事業での展示等連携について 

④１年の総括、図書室の移転及び条例化について、

子どもの読書活動計画完成予定時期について 

・事業貸出し       

・学校ブックフェスティバル事業 

図書室の活性化を 

サポートいたします！！ 

http://3.bp.blogspot.com/-v4j0LF6EPSo/VOcLxPPJbQI/AAAAAAAArkA/ahYuo2ZCoEw/s800/tosyokan_shisyo_man.png
http://4.bp.blogspot.com/-w28GEx3_N-c/WASJRBDHo1I/AAAAAAAA_B0/DK820EOiWcwHx4qh0rvDtJ2J5wcIgD38gCLcB/s800/pose_douzo_annai_businesswoman.png
http://2.bp.blogspot.com/-_MZSUPfN5kY/UyrZwbbNI1I/AAAAAAAAeYg/U6g7RSRedYg/s800/tatemono_tosyokan.png
http://3.bp.blogspot.com/-S_-sHpovi70/V5jHjmJig9I/AAAAAAAA80o/GsJYbKMFi40h1qIaMXeB3A_YiPpj0ZluwCLcB/s800/walking5_woman.png
http://3.bp.blogspot.com/-S_-sHpovi70/V5jHjmJig9I/AAAAAAAA80o/GsJYbKMFi40h1qIaMXeB3A_YiPpj0ZluwCLcB/s800/walking5_woman.png
http://3.bp.blogspot.com/-C-jfHEoPISo/VhHghW2ZInI/AAAAAAAAy-o/AIRAjE-hNEQ/s800/kids_oto_kutsu.png
http://3.bp.blogspot.com/-C-jfHEoPISo/VhHghW2ZInI/AAAAAAAAy-o/AIRAjE-hNEQ/s800/kids_oto_kutsu.png
http://4.bp.blogspot.com/-ycgbiMbSlQE/V5jHiD04-EI/AAAAAAAA80c/21oAFWQ577gtsSFi1Tcejk3_iuI6pWvlwCLcB/s800/walking3_oldman.png
http://4.bp.blogspot.com/-ycgbiMbSlQE/V5jHiD04-EI/AAAAAAAA80c/21oAFWQ577gtsSFi1Tcejk3_iuI6pWvlwCLcB/s800/walking3_oldman.png
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（３）支援貸出事業 

 
● 大量一括貸出し（41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。 

平成 30年度は、41市町村で約 25,000冊の利

用がありました。（平成 31年 2月末時点実績） 

 

◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

・実用書など、足りないジャンルの本を利用者に提供でき、好評を得ている。 

 

・今年度は学校ブックフェスティバルの事業を申し込んだが、前年度実施済み

であることなどから対象とならなかった。しかし、道立図書館からの提案に

より、大量一括貸出しを活用して学校ブックフェスティバルと同様の事業を

組み立てることができた。これにより、子どもたちが普段手にできない多く

の図書に触れ親しむ機会が得られ、読書活動の推進につながった。 
 
 

● 事業貸出し（3９市町村） 
 

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で利用

いただけます。  

平成 31年度は、39の市町村（複数回利用いただいた市町村もありまし

た。）で、図書館まつりや読書週間事業のほか、食育関連事業、子育て講座な

ど、様々な事業での利用がありました。（平成 31年２月末時点実績） 

 

◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
  

・珍しい変わった図書と触れあうことができて、子どもたちに好評だった。図
書イベントのツールとして活用しやすく、今後も使っていきたい。 

 
・各資料（しかけ絵本、おはなし迷路等）を子どもの年齢に合わせて選択でき
るので、質の高い児童サービスが展開できる。 

 

・毎年、小学校からしかけ絵本の貸出しの依頼があるが、壊れやすいしかけ絵

本は自館では揃えにくく、道立図書館からセットで借りられるのは助かって

いる。 

http://2.bp.blogspot.com/-2YMLCsClgRU/UgsvAKR-JLI/AAAAAAAAXNc/2MLAonWwBAo/s800/cardboard_book.png
http://3.bp.blogspot.com/-HLe8mKu9lCs/Ugsu_AAFifI/AAAAAAAAXNI/-yW12EVgQ5s/s800/book_yoko.png
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読み聞かせ実施風景（奥尻町） 講座関連図書展示（旭川市） 

（４）出前講座（文学館連携事業）（３市町） 

出前講座は、北海道立文学館の地域連携講座のうち 3 講座分を、当館の支援事

業として実施するもので、当館と北海道立文学館が連携し、図書館まつり等の読書

振興につながる行事に講師を派遣しています。 

 

管内 市町村名 実施日 内 容 （ 講 師 ） 

胆振 壮瞥町 10/16 
「美術と文学の出会い、いろいろ 

～絵画とともに楽しむ文学～」（苫名直子氏） 

檜山 奥尻町 11/11 「絵本パフォーマンス」（岸田典大氏） 

上川 旭川市 9/22 「荷風を読む」（中澤千磨夫氏） 

 

 

◆市町村活動支援事業アンケート／事業実施報告書から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

・壮瞥町（会場：壮瞥町地域交流センター山美湖） 

参加者からのアンケートで「『生まれ出づる悩み』をもう一度読んでみたい」 

「読みたい本ができました」など、講演で紹介された作品を読みたいという感想

をもってもらうことができた。この講演をきっかけに、読書に興味を持ってもら

うことができたのではないかと思う。 

 

・奥尻町（会場：奥尻町海洋研修センター） 

    離島ということもあり、費用の面からも島外から読書に関わ

る方を招いての講座等はあまり行うことができなかったが、こ

の事業を活用して島民の方々に本に触れる機会を提供できた。 
 

・旭川市（会場：旭川市中央図書館） 

「永井荷風を含め、近代文学を読んでみようと思った」と、

普段当館を利用されない方が、この講座をきっかけに来館され

るようになった。 

事業実施当日の様子 

 

 

 

 

イベントを 
図書館 PR や 
読書振興に 
つなげて 
います！ 

http://3.bp.blogspot.com/-0F9Izz0tmrg/UxbLoKs3djI/AAAAAAAAeB0/qbGoNXS_y8E/s800/pose_naruhodo_woman.png


■ 図書館・学校連携支援 
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（５）学校図書館運営相談事業（８市町村） 

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。 

平成 30年度の利用状況は次のとおりです。 
 

  
 
◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

・実際に現場を見て学校図書館の担当教諭に直接アドバイスいただけるのは大変

参考になったほか、旅費負担がない点も利用しやすく非常に良かった。 

 

・今後、学校図書館及び学校司書の必要性がますます求められ、併せて公立図書館

と学校との連携が必要となってくる中で、本事業は大変有効であると感じる。 

 

・蔵書や書架の管理の仕方について基本的な考え

方や具体的な手順を示していただけて大変わか 

りやすかった。後日、町教委の協力を得て学校職

員を動員して書架の整理を行ったが、 

運営相談事業に出席したメンバーが、 

共通認識のもと作業を進めることが 

できた。（学校からの声） 

 

管内 市町村名 実施日 相談内容 事業内容 

後志 倶知安町 ６／28 
・学校図書館の電算化 
・地域開放、ボランティアとの協
働について 

ミニ講座、事例紹
介、助言 

日高 様似町 ５／30 
・学校図書館の環境改善 
・町図書館と学校の連携について 

情報提供、助言 

檜山 奥尻町 ６／23 
・学校図書館の環境改善、除架や
レイアウト変更等について 

ミニ講座、ワークシ
ョップ 

上川 

士別市 ５／30 
・学校図書館の役割 
・市立図書館と学校の連携 

ミニ講座、情報交換 

富良野市 ５／23 
・学校司書の基本的な役割や業務
について 

研修、助言 

留萌 留萌市 ９／５ 
・学校図書館の配架や環境につい
て 

ミニ講座、助言 

釧路 釧路町 ６／21 
・選書、整理等蔵書管理について 
・学校図書館の活用について 

情報提供、助言 

根室 別海町 ８／16 
・子供たちを呼び込むアイデア 
・季節ごとの展示の工夫について 

ミニ講座、助言 

学校図書館の

さらなる活用

のために！ 

http://2.bp.blogspot.com/-5bzoU9MW5eI/VbnRa8fJ3JI/AAAAAAAAwKo/hCf0MxHu1zo/s800/book_hondana_syodana.png
http://2.bp.blogspot.com/-5bzoU9MW5eI/VbnRa8fJ3JI/AAAAAAAAwKo/hCf0MxHu1zo/s800/book_hondana_syodana.png
http://1.bp.blogspot.com/-EmeI4mowF5Y/UgsvO42YB3I/AAAAAAAAXSo/5RRACkinuFY/s800/tosyokan_woman.png
http://1.bp.blogspot.com/-EmeI4mowF5Y/UgsvO42YB3I/AAAAAAAAXSo/5RRACkinuFY/s800/tosyokan_woman.png
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（６）学校ブックフェスティバル事業（17市町村） 

学校ブックフェスティバル事業は、学校に、道立図書館の児童書・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

書館等と学校との連携を促進することを目的としています。 

平成 30年度は次のとおり実施しました。 
 

管内 市町村名 実施日 実施形態 貸出冊数 

空知 
由仁町 12/5 小学校で実施 850冊 

夕張市 7/18 小学校で実施 520冊 

後志 

（島牧村） 11/10 小学校で実施 232冊 

（ニセコ町） 11/13 小学校で実施（2校合同） 702冊 

（仁木町） 11/2 小学校で実施 159冊 

胆振 
（壮瞥町） 2/1 小学校で実施（2校合同） 512冊 

安平町 12/12 小学校で実施 100冊 

渡島 （知内町） 6/22 小学校で実施 （3校合同） 783冊 

檜山 奥尻町 6/23 小学校で実施 195冊 

上川 
富良野市 10/31 小学校で実施 237冊 

愛別町 10/16 小学校で実施 510冊 

留萌 

留萌市 9/5 小学校で実施 817冊 

小平町 9/25 小学校で実施（２校合同） 571冊 

（羽幌町） 7/20 小学校で実施 844冊 

オホーツク 
 訓子府町 6/15 小学校で実施 167冊 

 津別町 2/1 小学校で実施 513冊 

釧路 釧路町 6/21 小学校で実施 835冊 

合  計    8,547冊 

   ※ （市町村名）は、職員を派遣せず、図書等の貸出しのみ実施。 
 
 

◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・学校図書館の利用が増えたと先生たちからも好評だった。 

 

・児童や教職員が普段出会えない本や自分の興味の幅を少し

超えたところにある本を手に取ることができ、気に入った

本を見つけてからは読書に没頭することができた。「本が大

好きになっちゃった！」と大喜びの児童もいた。                   

http://4.bp.blogspot.com/-1wmr4THWOR4/Uab35wW1v9I/AAAAAAAAUXs/KO-zkVG6HEk/s800/school_taiikukan2.png
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（７） 学校図書館サポートブックス事業 （24市町村 延べ42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。貸出期間は前期（５月～9月）、後期（10 

月～3月）の約半年（中高生向けおすすめセット及び授業お役立ちセットは３ 

期で約２か月間）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。 

平成 30年度は、中高生向けのセットや、授業に役立つ図書を揃えたいと考え

る図書館の選書の参考になるセットの 2種類を加え、全８種類活用されました。 
 

 

セット名 利用市町村 

中高生向けおすすめセット［１セット］  喜茂別町、中川町、足寄町 

授業お役立ちセット［１セット］ 富良野市、鷹栖町、中川町 

体力向上・スポーツブックス［3 セット］ 積丹町、今金町、鷹栖町、愛別町、足寄町 

北海道を知る本［3 セット］ 喜茂別町、新冠町、様似町、富良野市、鷹栖町、美瑛町 

朝読・昼読ブックス［5 セット］ 
深川市、倶知安町、赤井川村、安平町、様似町、奥尻町、 

中川町、足寄町、釧路町、別海町 

仕事ナビブックス［2 セット］ 喜茂別町、名寄市、斜里町、釧路町 

Hokkaido 愛食・食育ブックス［３セット］ むかわ町、富良野市、愛別町、美瑛町、弟子屈町 

理科読セット［3 セット］ 真狩村、倶知安町、赤井川村、むかわ町、安平町、剣淵町 

 

◆市町村活動支援事業アンケート等から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

・自館の資料では児童に対して貸出しできる数が少なかったが、サポートブックス 

を利用することで補うことができた。また、所蔵していない資料の提供ができ、

今後の自館の選書の参考にもなった。 
 

・ブックリストを見て、自分自身勉強になった。学校側が求めてきた特集内容とも

合致し、喜んでいただくこともできた。 
 

・図書の種類が豊富であり、児童たちの読書体験の幅を広げることが 

できた。北海道 150年の年に低学年から高学年まで色々な場面に 

使える資料だった。 
   

  ・普段会う機会の少ない先生と話をする機会が増え、問題点を 

浮き彫りにできた。 
 

  ・学校に希望図書を提供できたことで、町の図書室に相談・利用しようと思う 

きっかけになったようだ。 

https://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_2258.html
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（８）相互協力促進事業（７地域８回） 

   当館の職員を派遣し、管内で組織されている図書館振興協議会等の研修会等で、 

研修テーマに沿った情報提供、市町村の連携等相互協力について助言します。 

  平成 30年度は次の内容で実施しました。図書館のサインについて講話を実施し 

たほか、それぞれのテーマについて道内各地の事例紹介・情報提供等を行いました。 
 
 

 

 

◆市町村活動支援事業アンケートから◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・道央圏の研修に参加することが難しいため、講師として来ていただ

けるのがとても助かる。 
 

・さまざまな先進事例や、道内の取組に関する情報提供など、とても  

参考になっている。 

管内 研修名 実施日・会場 研修テーマ・講演内容等 

空知 
平成 30 年度空知管内
図書館協議会研究集会 

11/22 
岩見沢市立図書館 

事例発表・情報交換 
「としょかんから発信！～図書館
広報のアイデア！」 

石狩 

平成 30 年度石狩管内
図書館協議会総会 

4/18 
恵庭市立図書館 

情報提供 
・「北海道子どもの読書活動推進計画

（第四次）」など 

平成 30 年度石狩管内
図書館協議会研修会 

8/17 
恵庭市立図書館 

情報提供 
・各種大会・研修の案内など 

渡島 
渡島管内西部四町図書
館（室）実務者研修会 

8/29 
知内町中央公民館 

情報提供・情報交換 
・図書館・図書室のしごと 
・著作権について 
・他施設との連携 

上川 
平成 30 年度上川管内
図書館協議会研究集会 

1/25 
旭川市中央図書館 

「ビブリオバトル」の体験など 

留萌 
平成 30 年度留萌管内
図書館（室）職員研修会 

10/5 
羽幌町立中央公民館 

「図書館のサイン」 
講話１：効果的な図書館(室)のサイン

とは～道内図書館の事例から～ 

講話２：図書館（室）の企画展示 

～その効果と実践事例～ 

ｵﾎｰﾂｸ 
平成 30 年度第２回網
走ブロック公共図書館
職員研修会 

7/25 
清里町図書館 

講義「図書の修理方法について」 

根室 
平成 30 年度根室管内
図書館協議会第１回研
修会 

6/4 
中標津町 

総合文化会館 

「幼児向け図書館サービス」 
講義：少子化が進む中で、幼児向け 

図書館サービスを考える 

http://1.bp.blogspot.com/-PgPpfoGDxF0/WcB5sfrVQSI/AAAAAAABG1o/xGjjAfsxv_UddA_63hydv1M46uL0b4KHACLcBGAs/s800/kaigi_man_woman.png
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当館で除籍となった支援活動用資料を 

有償譲渡を除き、自由に活用いただけます。 

 

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。 

古本市に使える資料をお譲りします！ 

☆こどもの読書週間に向けていかがですか☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援活動用資料は、主に市町村立図書館、公民館図書室等への貸出しを目的として収集

した、専用の資料です。 

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、広く道内の図書館（室）、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。 

 

 

☆申込みと利用にあたって☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選べる内容は「文芸書」「児童書」の２種類です。 

・文芸書・児童書は、いずれも約 20～15 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。あらかじめご了承ください。 

・資料のバーコード・蔵書印は、消印を押印してあります。 

 

・有償での譲渡はご遠慮ください。 

・資料到着後の交換・返却の希望には沿いかねます。 

・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。 

裏面の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、文芸書・児童書、それぞれ 4 箱までとします。 

※ 譲渡可能資料の在庫がなくなり次第終了し、終了のお知らせは図書館ポータルで行います。 

【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 

H31.3.26 発行 

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 

 文芸書     箱  

 児童書     箱  
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   お役立ち情報 

研修動画  で自己研修・職場研修してみませんか 

北海道立図書館ホームページでは、ウェブ研修（遠隔研修）動画を公開しています。 

平成３1 年３月末には、おはなし会で役立つ「手遊び」に関する動画も、公開予定です。 

春からのイベントに向けた自己研修や職場研修などに、どうぞご活用ください。 

 

１ 「初めての図書修理」 約 47 分（作成者：ＮＰＯ法人修理製本北海道） 

    図書の修理方法を説明した動画です。 

 

２ 「やってみよう！紙芝居（最初の一歩）」 約 6分（作成者：北海道立図書館） 

    紙芝居を演じる際のポイントを説明している動画です。 

 

３ 「絵本の読み聞かせをやってみよう！準備編」 約 5分（作成者：北海道立図書館） 

  絵本の読み聞かせをスムーズに行うための準備について説明した動画です。 

 

※ ダウンロードした動画の二次使用については、あらかじめご相談ください。 

 

道立図書館ＨＰ＞サービス案内＞学校の先生方へ＞ウェブ研修のご案内（研修動画） 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/guide/fvreli00000010qr.html#s5 
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