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■ 令和元年度（2019 年度）市町村活動支援事業実績 
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１ 図書館活動支援 

① 運営相談事業（16 市町村） 

市町村立図書館等や教育委員会を訪問し、助言や情報提供等行う事業です。 

令和元年度（2019 年度）は、図書館における著作権に関する相談をはじめ、多岐に

渡るテーマの相談に対応しました。 

 

管内 市町村名 実施日 相談内容 

空知 

岩見沢市 7/31 
・図書館における著作権基礎知識 

・著作権法 北方資料室での事例 

月形町 5/16 
・図書館の移転について 

・読書推進に効果的な事業について 

沼田町 5/29 
・郷土資料の整理、保存 

・図書館フェスティバルの事例 

石狩 新篠津村 6/19 

・廃棄図書の活用 

・図書館システム（学校とのネットワーク）の構築 

・「図書貸出カード」の導入 

・子ども読書活動推進計画の策定 

後志 岩内町 6/6 
・利用者を増やすための方法 

・図書館ボランティアの増やし方 

胆振 安平町 7/24 
・運営方針、事業計画の策定 

・収集方針、除籍基準等の策定 

日高 様似町 9/26 ・資料の除籍や地域資料の扱いについて 

渡島 

松前町 6/20 
・子ども向けおはなし会での実践 

・図書館の電算化について 

森町 5/15 
・資料の複写サービスについて 

・未返却資料の対応について 

檜山 

厚沢部町 8/27 

・図書館における防災対策 

・図書館運営の実績から課題を見つける 

・利用促進のための自己点検 

・館内の環境整備 

奥尻町 6/26 

・図書室に興味を持ってもらう取組について 

・図書ボランティアの活動について 

・学校図書館との連携について 

・蔵書管理の方法について 

・読み聞かせについて 

上川 比布町 1/31 

・図書館運営の基本と求められるサービス 

・地域資料の収集・整理・保存と活用 

・参考図書コーナー、郷土資料コーナーの見直し 

・わかりやすい書架作りについて 
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管内 市町村名 実施日 相談内容 

上川 

東神楽町 6/11 ・第 3 次子ども読書推進計画策定について 

東川町 1/29 

・配架の工夫について 

・蔵書構成について 

・読書活動推進計画について 

宗谷 

豊富町 7/2 
・接遇について 

・配架及び選書について 

利尻町 7/19 

・地域資料の収集と整理・活用 

・選書、除籍基準 

・広報のあり方 

・課題解決型図書館サービス等の新たな取組と

利用促進 

 

◆実施の様⼦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 岩見沢市立図書館  

  相談内容は、著作権法の基礎知識と具体的

な事例についてでしたが、岩見沢市立図書館

の休館日にあたる月末に、職員研修として実

施しました。 

   講義のあとの質疑の時間には、各職員の経

験から「館内での資料の撮影の可否」や「当日

新聞のお悔やみ欄の複写」についてなど、活発

に質問の声があがりました。 

 

 東川複合交流施設せんとぴゅあⅡ  

読書活動推進計画についてが、相談内容の一つとして寄せられました。すでに素案は作

成されていたため、特に課題となっていた高齢者を含めた大人の読書推進に関する項目

について、重点的に他館の事例紹介等を行いました。その後、蔵書構成や配架の工夫に

ついて、実際に施設内を見ながら、改善できる点を検討しました。 

 

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

・寄贈本の整理や除籍、郷土資料の整理のコツなど、順序だてて説明してもらい、今後

の参考になりました。 

・相談後の事業等で工夫をして、図書館ボランティアとの協働や学校図書館との連携を

行うことができました。 

・接遇の心得について講習を受け、利用者に対して意識するようになりました。また、

配架場所や展示方法などのアドバイスを受けて変更したところ、利用者から「見やす

くなった」と声を掛けられました。 

質疑応答の様子（岩見沢市） 
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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。 

令和元年度（2019 年度）は次の町で実施しました。 
 

管内 市町村名 実施した事業の内容（すべて運営相談事業） 

後志 古平町 

4/24  ・現状確認と年間計画の作成 

7/19 ・利用のための資料保存修理演習 

12/3  ・図書室の利用の活性化について 

     ・図書室移転に向けた計画について 

（※3 月の総括は、新型コロナ対応により延期） 

 

◆実施の様⼦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

古平町には、文化会館の１階に図書室があり（写真①）、そのほ

か、体育館等がある B&G 海洋センターに入ってすぐのところにも

図書コーナーを設け、当館の大量一括貸出し資料も活用し、親子で

読書が楽しめるようにしています。（写真②） 

道内最古（昭和２年建

設！）の町役場や文化会館

の老朽化に伴い、複合施設

整備の構想もあるなかで、

図書室移転の話も持ち上

がっており、また、図書館

システムの導入検討や、昨年度活動を始めたボラン

ティアの活性化などをすすめていくにあたり、重点

運営支援をすることとなりました。 

まず４月に、大量一括貸出事業での来館選書のた

め古平町教育委員会の方々が当館に来館した際に、

課題を洗い出し、１年間の計画を立てました。また、

毎月貸し出している新刊は、図書室内の掲示を刷新し

たり（写真③）、町の広報カーで宣伝をするなどし、

利用を増やすよう工夫しました。 

 そして７月には、ボランティア向けに資料の保存に

ついてのミニ講義や簡単な修理のワークショップを 

行い、12 月には年度の経過と今後の進め方についての確認を行いました。 

 今後は、今年度の総まとめを行い、引き続き支援事業等により図書館の役

割や望ましい職員配置への助言など、図書館活動の活性化について支援して

まいります。 

③「こちらもチェック！」の天井飾りで PR 

①文化会館の案内板(町の 

キャラクターふるっぴー) 

②海洋センター図書コーナー。牛乳パックで作った 

イスや壁面飾りなどはボランティア作！ 



市町村活動支援事業実績 

１ 図書館活動支援 

4 

③ 支援貸出し事業 

● 大量一括貸出し（36 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。 

令和元年度（2019 年度）は、36 市町村に約 25,000 冊の貸出しをしま

した。 
 

◆実施の様⼦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

「文学」「実用書」「児童書」の３つのジャンルから、希望冊数（１回 100～300 冊、

年間上限 1,200 冊程度）を１～６か月間の長期にわたり貸出ししています。 

選書方法は、「託送」と「来館」の２種類があり、「託送」の場合は申込内容に従って、

当館職員が選書した本を、貸出希望月に間に合うようお送りしています。「来館」の場合

は、事前の日程調整が必要となりますが、実際に本を見ながら選書でき、当日お持ち帰り

いただくことも可能です。また、来館の際には、選書後に情報交換や簡単なご相談等も承

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

・借りた本は、図書館での配架及び学校に貸し出しています。図書館や学校図書館の図書

の不足を補い、利用者の読書意欲を喚起することで読書活動を活発にさせており、利用

者からは好評です。 

・学童保育で利用しており、図書館にない本も借りることができるので、子どもたちにも

大変好評です。 

・資料が定期的に入れ替わることによって、住民の図書室利用が活性化されています。 

 
 
 

絵本・児童書の選書（占冠村） 選書後の情報交換（倶知安町） 
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令和２年度の事業貸出し⽤資料
大型絵本  紙芝居 

しかけ絵本セット 大型紙芝居 

エプロンシアター  紙芝居関連用品 

パネルシアター  バリアフリー資料見本セット 

パネルシアター関連用品  藤田浩子のおはなしの小道具セット 

おはなし迷路  調べ学習支援セット 

外国語絵本  

● 事業貸出し（31 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。  

令和元年度（2019 年度）は、31 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、防災学習やクリスマス会など、様々な事業での利

用がありました。（令和 2 年２月末時点実績） 

 

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

・しかけ絵本は破損しやすく自館でたくさんの冊数を揃えるのは大変なため、いくつかの

セットの中から選べるのも助かります。 

・子どもはもちろん多くの大人も興味深く閲覧しています。普段はあまり手に取ることの

ない種類の本に触れることができ、事業に深みを持たせることができました。 

・しかけ絵本や大型絵本などをよく借りますが、貸出し回数の制限なく何度でも利用でき

るという点が非常に良く、とても利用しやすいです。 

 

 

事業貸出しの申込みは随時受け付けています。 

道立図書館へ直接お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※くわしくは「令和２年度市町村活動支援事業案内」「事業貸出し利用案内」をご覧ください。 

申
込
⽅
法 ①「事業貸出し利用案内」の 

資料リストから選ぶ 

③ 資料発送 
（返却費用は市町村負担） 

② 申込み  
（FAX 又はメール）
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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） 

留萌 苫前町 11/2 人形劇・腹話術（人形劇団ブランコ） 

宗谷 稚内市 11/2 やさしい俳句入門（瀬戸優理子氏） 

十勝 足寄町 9/18 やさしい俳句講座（瀬戸優理子氏） 

※出前講座は、令和 2 年度から市町村活動支援事業とは別にご案内をしています。 
 
 

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

・苫前町（会場：苫前町公民館） 

人形劇公演が道立図書館や道立文学館の協力に

より実施できることを伝えたことにより、公民館図

書室がそれらの施設とつながりをもって図書室を

運営していることを来場者に伝える機会となりま

した。 

 

 

・稚内市（会場：稚内市立図書館） 

    初心者の方は「学ぶきっかけになり楽しかった」、

経験者も「新鮮な気持ちで受講でき、楽しかった」

という感想が聞かれました。普段図書館に足を運ぶ

ことのない市民の方にも、来館につながる良いきっ

かけとなりました。 

 

 

・足寄町（会場：足寄町民センター） 

初めてでも詠めるコツを元に自ら俳句を作成す

ることに新鮮さや楽しさを感じた方が多く、時間を

かけずに俳句を詠むことができていました。 

普段興味がないことに対しても、図書館側から提

案することで、興味喚起につながることがわかりま

した。 



２ 図書館・学校連携支援 

７ 

① 学校図書館運営相談事業（10 市町村のべ 11 回） 

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。 

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。 

令和元年度（2019 年度）の利用状況は次のとおりです。 
 

管内 市町村名 実施日 相談内容 

空知 
美唄市 

【東中学校】 

8/1 ・できることから始める学校図書館の環境改善

1/9 

・蔵書整理、配架の仕方 

・図書台帳の整理 

・収集、整理等について 

後志 
喜茂別町 

【喜茂別中学校】 
8/6 

・学校図書館の環境改善 

・資料の日焼け防止法 

胆振 

壮瞥町 

【壮瞥高等学校】 

【壮瞥中学校】 

【壮瞥小学校】 

5/23 
・学校図書館の環境改善 

・資料の収集、廃棄 

渡島 
知内町 

【湯ノ里小学校】 
6/19 ・古い本の除籍について 

檜山 
奥尻町 

【青苗小学校】 
6/26 

・蔵書の管理、整理について 

・子どもたちが使いやすい図書室について 

上川 

富良野市 

【市立富良野図書館】 
5/23 ・学校司書の仕事について 

鷹栖町 

【鷹栖小学校】 
2/6 ・学校図書館の環境改善 

オホーツク 

訓子府町 

【訓子府小学校】 
5/21 ・図書館と学校の連携 

津別町 

【津別小学校】 
11/13

・学校司書の役割 

・学校図書館の運営や配架方法、除籍基準 

十勝 
中札内村 

【中札内小学校】 
7/9 ・図書室のリニューアルと除籍 

 

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

・学校図書館担当の先生方を中心に悩んでいましたが、アドバイスをもらったことで方

向性が明確になり、ボランティアの協力もいただきながら、図書館の整備と運営改善

を行うことができました。 

・助言や先進事例の紹介等があった事業を機に、図書館の環境整備、生徒にとって読書

が身近にある環境作りが一層進み、管内の研修会で事例発表をするまでに至りました。 

・各学校の学校図書館担当の先生にも参加してもらい、学校図書館の使い方や、司書の

活用方法など、学校単位で方向性をつけることができました。 
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② 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、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。 

令和元年度（2019 年度）は次のとおり実施しました。 
 

管内 市町村名 実施日 実施校 貸出冊数 

後志 

（島牧村） 11/9 島牧小学校 263 冊

（ニセコ町） 11/12 ニセコ小学校、近藤小学校（２校合同） 752 冊

（喜茂別町） 12/17-18
喜茂別中学校 

喜茂別小学校、鈴川小学校（２校合同） 
518 冊

（仁木町） 10/29 銀山小学校 176 冊

赤井川村 12/2 赤井川小学校、都小学校（２校合同） 220 冊

胆振 

苫小牧市 7/4 植苗小学校 265 冊

（壮瞥町） 1/31 壮瞥小学校 449 冊

日高 新冠町 12/11 朝日小学校 104 冊

渡島 八雲町 2/13 
浜松小学校、山越小学校、山崎小学校

（３校合同） 
110 冊

上川 

（名寄市） 7/11 中名寄小学校 133 冊

中富良野町 7/16-17 宇文小学校、西中小学校 221 冊

（愛別町） 10/11 愛別小学校 423 冊

留萌 

（小平町） 9/24 小平小学校、鬼鹿小学校 500 冊

（羽幌町） 7/18 羽幌小学校 858 冊

十勝 士幌町 7/19 中士幌小学校 264 冊

釧路 

厚岸町 11/6 真龍小学校 691 冊

（釧路町） 6/20 別保小学校 703 冊

 合計  6,650 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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写真：赤井川村 

◆実施の様⼦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 赤井川村   会場：赤井川村体育館 
  

12 月２日、赤井川小学校と都小学校の児童が徒歩と

バスで赤井川村体育館に集まり、2 校合同での学校ブッ

クフェスティバルを開催しました。 

はじめに、低学年と高学年に分かれてのおはなし会を

行い、高学年向けのおはなし会では 12 月の開催だった

ことから各国のクリスマス絵本の紹介を導入に、児童の

保護者によって『サンタクロースっているんでしょう

か？』（偕成社、1977 年）が読まれました。 

寒い日の開催だったため、児童はコートを着たままの

本選びとなりました。ブックフェスティバルが始まると

次々と気になる本を手に取り、さっそくトリックアート

の本に挑戦したり、面白そう！とみんなで本をのぞき込

んだり、先生と一緒におはなし迷路に悩んだりと、盛り

上がっていました。 

最後には 4 名の児童が「学校の図書室では見たこと 

のない本もたくさん見られて楽しかった」と印象に残っ

たことを教えてくれました。1 時間と短い時間の中でし

たが、赤井川の児童が普段から読書を楽しんでいる様子

が伝わってくる学校ブックフェスティバルとなりまし

た。 

 
 

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

・実施期間を隣接させることで、２校両校で実施すること

ができました。各学校の図書ボランティアの取組や関わり

方の違いを直接確認することができ、良い機会となりまし

た。 

・図書室や学校図書館にない普段なかなか目にしない図書

に触れることで、本を読むきっかけにつながりました。 

・子どもたちが宝探しのように楽しそうに本を選んだり、

たくさんのしかけ絵本を見たりしていて、とても良い時間

でした。 
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③ 学校図書館サポートブックス事業 （26 市町村 のべ 38 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。 

令和元年度（2019 年度）は、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 ニセコ町、剣淵町 

授業お役立ちセット 真狩村、赤井川村、鷹栖町 

体力向上・スポーツブックス 喜茂別町、富良野市、中川町、鹿追町 

朝読・昼読ブックス 
倶知安町、赤井川村、安平町、新冠町、奥尻町、 

今金町、名寄市、愛別町、小平町、釧路町 

北海道を知る本 喜茂別町、富良野市、陸別町、厚岸町、別海町 

仕事ナビブックス 厚真町、安平町、愛別町、別海町 

Hokkaido 愛食・食育ブックス 喜茂別町、富良野市、下川町、中川町 

理科読セット 倶知安町、福島町、美瑛町、愛別町、斜里町、厚岸町 

 

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

・半年間大量に借り受けできるので、対象校からはとても喜ばれています。また、返送

の際にリストと本の照合をしながら選書の参考にしています。 

 

・学校図書館の資料が整備されていないため古い図書が多いですが、予算不足から更新

が進んでいない中、生徒に読ませたい本を借り受けでき、教諭・生徒ともに好評でし

た。 

 

・小学校からは「ちょうど野菜の栽培を行っており、その授業に役立てることができま

した」という感想が伝わってきました。 

体力向上・スポーツブックスは小学校に貸出し

た後、中学校へも貸出予定です。 
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相互協力促進事業（８地域９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。 

   令和元年度（2019 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。 
 

管内 研修名 実施日・会場 研修テーマ・講演内容等 

空知 
空知管内図書館協議会 

研究集会 

10/28 

岩見沢市立図書館 
情報提供 

石狩 

石狩管内図書館協議会 

総会 

4/17 

恵庭市立図書館 
情報提供 

石狩管内図書館協議会 

研修会 

1/14 

恵庭市立図書館 
情報提供 

渡島 

渡島管内図書館振興 

協議会職員研修会 

9/24 

函館市中央図書館 

講義・演習 

「利用のための資料保存・

修理について」 

第 2 回渡島西部４町 

図書館（室）実務者会議

研修会 

11/26 

福島町役場 

・学校との連携について 

・読書活動推進について 

・特色ある図書館（室）づく

りについて 

上川 
上川管内図書館協議会 

研究集会 

10/25 

旭川市中央図書館 

子どもの“なぜ？”に応え

る図書館（室）のレファレ

ンスサービス 

宗谷 
宗谷管内図書館振興 

連絡協議会研修会 

12/26 

稚内市立図書館 

図書館（室）における効果

的な資料展示とは 

オホーツク 
第 4 回網走ブロック 

公共図書館職員研修会 

11/13 

大空町女満別図書館 

シニア向けサービスにつ

いて 

根室 
根室管内図書館協議会 

第１回研修会 

6/10 

標津町生涯学習センター

あすぱる 

利用者目線の効果的な図

書館のサインとは 

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

・研修会をとおして、各町との実情交流や連携協力により、課題の共有が深まるきっかけ

になっていると感じています。 

・講師の話の中には、管内にはない発想やアイディアがあり、とても参考になる研修会

を実施することができるので助かります。図書館の標準化にもつながり、良い効果が

あると思います。 
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◆実施の様⼦◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

令和元年度第４回網走ブロック公共図書館職員研修会 

当誌 No.68（2019 年 12 月 26 日発行）のトピックス「元気な振興局管内の図書館協議

会」として紹介したオホーツク管内公共図書館協議会。それを構成する３ブロックのひとつで

ある網走ブロックの第４回研修会に講師として参加しました。 

網走ブロックは、１市４町（網走市、斜里町、清里町、

小清水町、大空町）で構成され、年間６回の研修会で顔

を合わせています。 

去る 11 月 13 日(水)、当ブロックの第 4 回研修会

を相互協力促進事業として大空町女満別図書館で開催

し、「シニア向けサービス」をテーマに講師を務めまし

た。 

まず、道内市町村図書館（室）における高齢者サービスの実施状況等を確認するため、北海

道図書館振興協議会の平成 27・28 年度調査研究報告書『誰もが利用しやすい図書館をめざし

て ～高齢者・障がい者サービス、できることからスタート～』をテキストとして、高齢者サ

ービスの実施状況とともに、配慮・苦慮していることや利用しやすい環境（施設・資料等）の

整備状況を確認し、対応する職員のスキル向上や多くの機関と連携した積極的な PR の必要性

などの課題を整理しました。 

次に当ブロックの各図書館の当該サービスの現状について報告していただきました。 

施設規模や職員体制の課題もあり、宅配サー

ビスや高齢者向け読み聞かせ等、実施している

サービスは様々ですが、増加傾向にある認知症

の方への対応についても情報交換しました。 

最後に「さらに一歩進めるために…」として、

次のとおり整理しました。 

・考え方：高齢者サービスをひとつの独立した利用者カテゴリーとして捉えること 

アクティブ・シニアと非アクティブ・シニアの認識を持つこと。 

 ・求められる役割：学習拠点／生きがいの創出や活躍の場／居場所（サードプレイス）として 

 ・サービスプログラムの型：娯楽／生涯学習／高齢者援助／宅配サービス／回想 

 また『認知症にやさしい図書館ガイドライン』（超高齢社会と図書館研究会 2017）を紹介

するとともに、高齢者をサービス提供者とすることも踏まえて、施設・設備・資料の充実、対

応する職員のスキル向上、積極的なＰＲの必要性を伝えました。 

 おまけとして、老人医療の専門医フレディ松川氏が書かれた『フレディの遺言』（朝日新聞出

版 2008）を読み聞かせし、研修会を終えました。 
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①令和２年度（2020 年度）大会・研修会等情報 

令和 2 年度に実施予定の図書館に関係する大会や研修事業等を一覧にしました。 

研修等参加の参考情報としてご活用ください。 

（北海道図書館振興協議会主催事業は、４月 24 日の理事会・総会を経て決定となります。） 
 

実施日 機関・団体 事業名 開催地（会場） 

４月 24 日 
北海道図書館振興 

協議会 

令和２年度北海道図書館振興協議会 

総会（講話） 

札幌市 

（札幌市中央図書館）

6 月 

４日～５日 

道立生涯学習推進 

センター 
北海道社会教育セミナー 

札幌市 

（かでる２・７） 

６月 

11 日～12 日 

北海道図書館振興協

議会、道立図書館 
全道図書館新任職員研修会 

江別市 

（道立図書館） 

６月 

18 日～19 日 
北日本図書館連盟 北日本図書館大会 

宮城県多賀城市 

（東北歴史博物館） 

７月 

９日～10 日 

北海道図書館振興協

議会、道立図書館 
全道図書館中堅職員研修会 

江別市 

（道立図書館） 

９月 

３日～４日 

北海道図書館連絡会

議、道立図書館 
第 61 回北海道図書館大会 

札幌市 

（札幌市教育文化会館）

10 月 22 日 
北海道図書館振興協

議会、道立図書館 

全道図書館専門研修 

（子ども読書／学校支援） 

北見市 

（北見市立中央図書館）

10 月 

22 日～23 日 
北日本図書館連盟 北日本図書館連盟研究協議会 

山形県山形市 

（遊学館ホール） 

10 月 

29 日～30 日 
日本図書館協会 第 106 回全国図書館大会 

和歌山県和歌山市 

（和歌山県民文化会館ほか）

11 月 

４日～６日 

図書館総合展運営 

委員会 
第 22 回図書館総合展 

神奈川県横浜市 

（パシフィコ横浜） 

11 月 20 日 
北海道図書館振興協

議会、道立図書館 
館長会議（講話） 

札幌市 

（札幌市中央図書館）

11 月 26 日 
北海道図書館振興協

議会、道立図書館 

全道図書館専門研修 

（経営／企画・広報） 

岩見沢市 

（岩見沢市立図書館）

12 月 

10 日～11 日 

北海道図書館振興協

議会、道立図書館 

全道図書館専門研修 

（サービス／レファレンス） 

江別市 

（道立図書館） 

1 月 

６日～８日 

北海道学校図書館 

協会 
北海道学校図書館研修講座 札幌市 

1 月 

14 日～15 日 
日本図書館協会 

全国公共図書館研究集会 

（サービス、総合・経営部門） 

大阪府大阪市 

（大阪府立中央図書館）

１月 15 日 
北海道図書館振興協

議会、道立図書館 

全道図書館専門研修 

（サービス／資料保存） 

江別市 

（道立図書館） 

２月 
道立生涯学習推進 

センター 
地域生涯学習活動実践交流セミナー 札幌市 

時期未定 
文部科学省 

秋田県立図書館 
図書館地区別（北日本）研修会 秋田県秋田市 

10 月～ 
北海道教育庁生涯学

習課 

読書活動活性化フォーラム 
※ H30 年度から３年間で全管内実施。 

R２年度は４会場（管内ごと）で実施.。

空知（未定） 

日高（11 月 平取町）

宗谷（未定） 

十勝（未定 上士幌町）

研修についての情報は、以下のサイトもご参照ください。 

   ■日本図書館協会＞ＪＬＡ主催行事 http://www.jla.or.jp/jlaevent/tabid/93/Default.aspx 

   ■北海道立図書館＞道内の図書館・お知らせ・イベント 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/event/index.html 
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②支援活動用資料の譲渡のお知らせ 

当館で除籍となった⽀援活動⽤資料をお譲りします 
 

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。 

 

 

古本市等にもご活⽤いただけます。 
 

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。 
 

 

 

 

 

 

☆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３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 
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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  



 

                   

あけぼのつうしん No．70 

発行日 令和２年（2020 年）３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 

ＦＡＸ ０１１－３８６－６９０６ 

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

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、2 月末から道内の多くの図書

館（室）では、休館やサービス縮小、イベントの中止などの対応が行われていま

す。当館も（蔵書点検期間を含めて）2 月 29 日から臨時休館が続いており、お

よそ 1 か月がたちました。 

それぞれの図書館（室）にいつもの風景が 1 日も早く戻ってくることを願って、

まずは職員の私たちが健康に留意し、新年度を迎えたいと思います。 

  

 みなさんの図書館（室）の活動の情報をお寄せください。

季節の展示や好評だった事業、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 
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