
 

 

 

 

 

No.71 

 

特集 コロナ禍の中での図書館サービス 

〔目 次〕 

 

■ 特集 コロナ禍の中での図書館サービス 

① 寄稿 芽室町図書館                 ・・・・・ ２p 

「新型コロナウイルス感染症対策期間の図書館業務と 

それに関する本について」 

② 図書館は動き続ける！                 ・・・・・ ３p 

③ 休館情報・取組事例などの情報サイトの紹介      ・・・・・ ７p 

 ■ お役立ち情報 

健康・医療情報サービスに関する調査結果2019       ・・・・・10p 

 ■ お知らせ 

   ① 令和 2年度（2020年度）大会・研修会等情報      ・・・・・12p 

② 事業貸出し 新規しかけ絵本セット紹介         ・・・・・13p 

 

 

 

 

 

 

北海道立図書館 

2020 年７月 14 日発行 



1 

 

 

 

 

 

 

特集 コロナ禍の中での図書館サービス 

  

新型コロナウイルス感染症の影響で、道内の図書館（室）でも

多くが 1か月以上の臨時休館（室）を余儀なくされ、感染拡大防

止に努めました。再開館後も一部の利用制限などの感染症対策が

続いています。 

 そのような状況の中、各図書館（室）では、本や情報を届ける

ための様々な取組が見られました。 

 

 今号では、芽室町図書館の藤澤館長に館の取組や御自身のお仕

事について御寄稿いただいたほか、道内各市町村の皆様に御協力

いただいたアンケート調査の結果などを紹介します。 



特集 コロナ禍の中での図書館サービス 

※芽室町図書館は 4 月 18 日から 5 月 25 日まで臨時休館しました。現在は、行事等も順次再開しています。 

２ 

① 寄稿 新型コロナウイルス感染症対策期間の図書館業務と 

                  それに関する本について 

芽室町図書館長 藤澤 英樹  

■ 令和２年４月 外出自粛期間限定事業「本の宅配」 

 当館は４月 18 日から５月 25 日まで臨時休館したところですが、従

来６月に行う蔵書点検を繰り上げて実施したことに加え、希望の本を職

員が自宅に配達する「本の宅配」を行いました。感謝、励ましの言葉をた

くさんいただきました。 

 あるお宅に『世界の歴史２』をお届けした際、玄関ドアを閉めた向こ

うで、すぐ「うほほーい」と喜びの声があがったのはこちらもうれしく

なりました。 

 

 

■ 令和２年５月 本の語り場「夜のブッククラブ」 

 昨年度末から準備していたこの読書会は、昨今の混乱で延期を余儀な

くされました。 

 そんななか初回は、「昨年度のベスト３の本」を

テーマに原稿を募りました。フリー投稿だけでは心

許ないので利用者、知人、仕事上の関わりのある方

などに協力依頼したところです。 

 原稿の中で、道内図書館界のおふたりの本がとり

わけ印象に残りました。それは私が最近買った本の

姉妹本と、以前私が好きだったミュージシャンの本

でした。 

 

■ 令和２年６月 北海道新聞十勝版「十勝っ子の心」原稿提出 

 「サイロ」という子どもの詩を集めた詩誌が、十勝では 60年の長き

にわたり発刊されています。毎月発行されているその中から一編を選び、

寸評してほしいと北海道新聞帯広支社から依頼がありました。最新号を

見てみるとコロナを扱ったものが多い様子。その中で、ステイホームを

ものともせず元気いっぱいで毎日を過ごす児童の詩がとても素敵で、責

務を果たすことが出来ました。 

 「サイロ」は 600 号まで坂本直行画伯が表紙を描いていましたが、

その詩誌の一端に関わることとなったのはたいへん名誉なことでした。 

 

『サイロ 子どもの詩』No.600 

サイロの会 2010 

『新版 学習漫画 世界の歴史 ２ 

アレクサンドロス大王とカエサル』 

本村凌二、井上大助著 集英社 2002 

『考え方の工夫』松浦弥太郎著 

朝日新聞出版 2018 

『PANTA 暴走対談 ＬＯＦＴ編』 

ＰＡＮＴＡ著 ルーフトップ/ロフト

ブックス編集部 2019 
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②図書館は動き続ける！ 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休館（室）は、「こどもの読書

週間（4月 23日～5月 12日）」にも重なり、計画していたイベント等も中

止せざるを得ませんでした。そのような中でも、各図書館（室）は様々な方

法で本や情報を届け続けました。提供するサービスについては、ネーミング

やチラシ等も創意工夫され、図書館（室）だけでなく他の部署と連携や自治

体全体として取り組んだところもあります。 

特に、事前申込み（予約）による施設の玄関等での貸出しや宅配サービス

は、多くの図書館（室）で取り組まれました。 

ここでは、5 月に行った「こどもの読書週間」行事等調査でお寄せいただ

いた情報と当課による調査から、その一部を紹介します。 

※ 現在も継続中（配信中）の取組もあります。 
 

 やっぱり本が好き① 宅配サービス・配本サービス  

 黒松内町 本の宅配サービス 

広く一般向けのサービスですが、利用者が子どもの場合は、ボランティア手作りのマスクを本と

一緒に届けました。 

上富良野町 本の宅配サービス 

図書館へ申込書を提出し、職員が選書。1人 10冊、DVDは 3本を 2週間貸出しとし、職員が

自宅へ届けました。 

留萌市 こども本の宅配便 

小学生以下の子どもたちを対象に本の貸出配達を実施しました。電話や

ＦＡＸで申し込んでもらい、本は職員が選書しました。 

清里町 本の宅配サービス 

「おまかせ本」または「希望の本」のどちらか 10冊までを選んでもら

い、自宅へ宅配しました。 

 鶴居村 図書宅配サービス 

電話・ＦＡＸ・メールなどで貸出希望を受け付け、職員が各家庭まで宅

配しました。 

長沼町 児童クラブへの配本 

児童館で受け入れていた児童への団体配本を行いました。 

壮瞥町 分散登校を活用した移動図書の貸出し 

図書室にある児童書を小学校に持って行き、分散登校してきた児童対象

に本の貸出業務を行いました。 

浜頓別町 小学校向けブックパックの配付 

分散登校の日程に合わせ、各学年の年齢にあった図書を 1 人 3 冊のブ

ックパックとして配付。貸出期間は夏休み前までとし、自粛期間中も本に

親しんでもらえるようにしました。 

【留萌市】 
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 やっぱり本が好き② 動画配信・図書案内  

 石狩市 #おうちで過ごそう WEBおはなし会 

布の絵本の読み聞かせ動画をwebで配信しました。 

帯広市 ＷＥＢでおはなし会 

定例のおはなし会（読み聞かせ）をwebで配信しました。 

上士幌町 絵本の読み聞かせ動画作成 

生涯学習課社会教育と連携して、絵本の読み聞かせ動画を

地域コミュニティネットで配信しました。 

（著作者・出版社への確認→図書館、動画作成→社会教育担当） 

根室市 YouTubeで絵本の読み聞かせ 

市教委の YouTubeチャンネルで図書館司書による絵本の  

読み聞かせや本の宅配サービスを配信しました。 

京極町 ホームページで本紹介 

（休館となってしまった期間に）展示予定だった本をホー

ムページで写真と併せて紹介しました。 

 木古内町 「家読」活動推進事業 

小学生保護者向けに啓発チラシを配付しました。 

大空町 子ども向け図書館だよりの配布 

分散登校の日にちに合わせて、学校を通じて小学生向けと中学生向けの図書館だより（新刊情報

など）を配付しました。 

 

 

 やっぱり本が好き③ こんな“貸出し”しました  

栗山町 「にこにこツバメ便」 

ステイホーム中の町民を対象に、希望する図書を電話・FAX・ 

メールで受け付け、郵送により貸し出しました。 

知内町 分散登校図書室開放事業 

公民館図書室から近い地区の小学校の分散登校日に合わせて

休館中の図書室を開放し、貸出冊数の上限を普段の倍の 10 冊

にしました（保護者同伴での入場など制限あり）。 

 今金町 電話・ＦＡＸによるリクエスト貸出し 

リクエスト貸出しの概要を町内小中学校児童生徒に配布し、同じものを町教委ホームページにも

掲載しました。乳幼児のいる家庭へのＰＲを兼ねた一般向けの貸出案内は、新聞折込みや回覧で配

布しました。 

稚内市 ブックパックによる貸出し 

   図書館職員が選んだおすすめ本をセットにして貸し出しました。子ども向けとして、幼児（低）、

幼児（高）、小学校低学年・中学年・高学年、中学生、高校生のそれぞれに 1袋 5冊を用意。大人

向けには、1 袋 3 冊のセットを小説（作家別）50 パック、エッセイ（作家別）10 パック、暮ら

し（ジャンル別）20パックを作成し、臨時休館中のため図書館入口で対応しました。 

【根室市】 

【石狩市】 

【栗山町】 
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鷹栖町 電話での図書貸出し 

電話で借りたい本を予約してもらい、貸し出しました。図書室

で受け取るほか、郵送も可能。折込チラシ、張り紙、facebook、

町ホームページで実施を周知しました。 

東川町 「あなただけほんの森」 

   密な滞在を避けるため、事前指定した時間帯に、自分で好きな

本を選んで借りることができるようにしました。各時間帯先着３

家族限定のサービスでした。 

雄武町 おうちでよもう！ 

図書館ホームページの蔵書検索で借りたい本を選び、電話、

FAX、メールで申し込んでもらいました。来館受取は、図書館

玄関で行いました（インターホンを利用）。 

中標津町 おうちで読む本貸出します♪ 

18 歳以下の子どもがいる家庭を対象に、ホームページの蔵書

検索から借りたい本を探し、電話・FAXで申し込んでもらいまし

た。貸出しは、保護者に来館してもらい玄関で行いました（イン

ターホンを利用）。 

 

 

 

 情報発信① 学習支援・ステイホーム支援  

ニセコ町 ニセコ小学校家庭学習「しらべもの学習」に対応 

休校中の児童の家庭学習をサポートするため、各児童の調べたい

テーマにあった本を選書し、貸し出しました。 

様似町 広報誌を使った「調べ学習」の推進 

町広報にて、図書館の資料やインターネットを使った調べ学習

（「ヒグマ」について段階を追って調べる）を推進しました。参加賞

つき。 

滝上町 家庭学習支援 

小学生・中学生を対象に、「おまかせ 5冊コース」、「好きな本 5

冊コース」を設定し、電話で申し込みを受け付け、図書館職員が自

宅までお届けする『子どもの本お届けサービス』を実施しました。 

また、休校中に読んだ本をもとに感じたことなどを絵・貼り絵・

工作など好きな方法（材料は家にあるもの）で表現する『読書体験

創作コンテスト』を開催し、作品の中から教育長賞を贈呈しました。

応募作品は文化センターで展示しました。 

興部町 「STAY HOME 調べる学習コンクール」 

臨時休館中、興味のあること、好きなこと、ふしぎに思ったこと

など本やインターネットを使って調べてまとめた作品を募集しま

した。応募作品はノートや模造紙など形態は不問。審査により教育

長賞 1 点、館長賞 2 点を贈呈し、作品は図書館に掲示したり、ホ

ームページに掲載したりしました。 

【東川町】 

【中標津町】 

【様似町】 

【滝上町】 
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※ 例年、こどもの読書週間に講師を招いて行った行事等について情報
提供をいただき、あけぼのつうしんや図書館ポータルで「こどもの読
書週間の主な講師等一覧」として紹介しています。今年度は該当する
行事（開催できたもの）の情報提供がありませんでしたので、一覧の
掲載はいたしません。 

  来年度には多くの行事が開催され、子どもたちや家族の皆さんに楽
しんでもらえることを願っています。 

江別市 「おもいだしおえかき」 

「おもいだしおえかき」のお題を用意し、印刷して遊べる用紙をホーム 

ページ等に掲載しました。 

※おもいだしおえかき…お題の絵を、何も見ずに思い出しながら描くもの 

苫小牧市 「オリジナル塗り絵」 

おうちじかんを楽しんでもらうために、オリジナル塗り絵を制作し、ブ

ログにアップしました。 

 

鹿追町 「おはなしぬりえ」 

おうちで楽しんでもらうため、図書館司書が描いた昔話・童話のイラ

スト（ＰＤＦ）を町ホームページからダウンロードできるようにしまし

た。描いたイラストは図書室で掲示しました（提出は任意）。 

 

 

厚岸町 「お魚工作キット」の配布・お魚展示 

「くじらくん水族館建設中」と題して、お魚キットを配布し、情報館

カウンター上に飾るお魚を作成してもらって展示しました。魚や水中生

物等の絵本及び児童書も展示しました。 
 

 

 

 

 情報発信② コロナと共に生きる  

 滝川市 展示「感染症から身を守ろう！！」 

新型コロナウイルス感染症に関する情報の掲示や配布、

公共施設の開館状況の掲示、自粛期間の暮らしに役立つ情

報（デリバリー・テイクアウトを実施している市内飲食店

の一覧表、マスクの作り方、体調チェックシート、家で楽

しく過ごすための工作や遊びを紹介した小冊子など）の配

布を行いました。 

 

羅臼町 こんな時だからこそ「君たちの心と体を守りたい」 

教育委員会で取り組む「おこもり上手プログラム」で、健康な体づくり

のための運動や親子のコミュニケーションのためのおてつだいや家庭学

習の奨励とともに、図書館の「図書宅配サービス」を広報しました。 

 

  

 

 

 

【江別市】 

【厚岸町】 

【鹿追町】 

【滝川市】 

【羅臼町】 
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③ 休館情報・取組事例などの情報サイトの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたびの新型コロナウイルス感染症拡大にかかり、図書館（室）の皆様におかれては、まず「開

館するか／休館するか」そして、その状況下で「どんなサービスを提供できるか」について、日々模

索し、決断し、実行されてきたことと思います。 

まだ完全に終息してはいませんが、このような状況になったときにすぐに情報収集や情報発信がで

きるよう、必要なコト、情報、参考情報等についてまとめてみました。 

 

 

 1 まずは･･･わがまちの図書館（室）の開館状況を広報する！ 
 

市町村においては、日々北海道や全国の状況が変化する中で、いち早く自治体としての判断がな

され、ホームページや図書館ポータル※等に情報提供している図書館（室）が多くありました。 

企画支援課では、道内の臨時休館情報をまとめて、当館ホームページにおいて公開しました。ま

た、当館自体の休館については、国や道の会議を受けての決定をホームページやツイッター、フェ

イスブック等で発信し、敷地入口や最寄り駅等に掲示しました。 

ＳＮＳ等の情報ツールが多様化する中で、住民の方々や関係者の情報検索手段も様々なものが想

定されます。より多くの目や耳に届くかたちでの広報・情報発信が必要です。 

※北海道図書館ポータルの利用についてご不明な点は、道立図書館までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

○○図書館は･･･ 
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２ できるサービスを広報する！ ～まちの情報拠点として、読書活動支援として～ 

多くの図書館で休館を余儀なくされ、貸出しも制限せざるを得ない中、密を避けて予約受取窓口

での受渡しを行ったり、「利用者が借りに来られないなら、送ってしまおう！」と、いち早く「宅配

サービス」に目を向けたまちや、動画配信などを行ったりしたまちもありました（詳しくは３ペー

ジからの「図書館は動き続ける！」参照）。 

情報を求めている住民へ支援をすること、情報を発信することが図書館の役割と言えるでしょう。 

 

 

３ そして、こんなときにはココ！ 

今回のコロナ禍において、動きが早かったのは、子どもの本の出版社でした。学校が突然休校に

なった子どもたち向けに、無料で電子書籍や人気マンガを公開したところが多く、各出版社の心意

気を感じました。 

そして次に頼りになったのが、文部科学省のまとめサイトでした。このようなサイトをいくつか

まとめた「道立図書館『おうちライブラリー』（子ども支援まとめサイト一覧 ）」から、特にオスス

メのサイトを紹介します。 

◎道立図書館『おうちライブラリー』（子ども支援まとめサイト一覧） 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/news/vmlvna000000d77j.html 

 

 

 

幼・小・中・高・特別支援の校種別に、教科ごとの学習支援コンテンツや、家庭でできるスポ

ーツメニュー、わくわくサイエンスなど、様々なものを集めたリンク集が公開されました。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 

 

 

    １の文部科学省のサイトは、子どもたちの「学び」を応援するサイトですが、「勉強」ばかり

では･･･と思っていたときに出てきたのが、全国の大学・研究機関の広報担当者有志による、こ

のサイト。所属する研究機関のデジタルコンテンツの中から、楽しくてわかりやすくてタメに

なる動画やゲームなどなど、子供たちにぜひ見て欲しいと思う作品を集めたサイトです。 

https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home 

 

１ 文部科学省 「子供の学び応援サイト～臨時休業期間に 
おける学習支援コンテンツポータルサイト～」 

２ 科学技術広報研究会（JACST） 「休校中の子供たちに 
ぜひ見て欲しい科学技術の面白デジタルコンテンツ」 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/news/vmlvna000000d77j.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home
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国立の博物館などが、続々と動画などをアップしていた中で、北海道博物館が素敵な取組を

立ち上げてくれました。その名も「おうちミュージアム」！全国の博物館等が賛同して、今や

「おうちミュージアム」参加館は200館を超えました。（R2.７.14現在） 

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/ 

 

※ ちなみに、有効なサイトの一覧を紹介するにあたってネーミングを考えていた当館では、

この取組にすぐに乗っかり、「おうちライブラリー」という名前を使わせていただきました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

やはり図書館としては、子どもたちに向けて図書や読み聞かせのコンテンツを配信できれば

と思いますが、未所蔵だったり、著作権上の使用許可が取れなかったり…。そんな中、東京子

ども図書館が、おはなしの読み聞かせやブックトークの動画を配信してくださいました。 

http://www.tcl.or.jp/youtube%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81

%84%e3%81%a6/ 

 

↓実際の動画はこちら（YouTubeサイトへつながります。） 

https://www.youtube.com/channel/UC_8kxd4DkRFzJncU5vVcjhQ 

 

※「３ そして、こんなときにはココ！」に掲載のWebサイト（6件） 

最終リンク確認Ｒ2.７.14 

 

国や道の新型コロナウイルス感染症に関する情報や、国立国会図

書館の「カレントアウェアネス・ポータル」や日本図書館協会が

出す情報も要チェックです！ 

３ 北海道博物館ほか「おうちミュージアム」 

４（公財）東京子ども図書館 YouTube配信について 
（「Tokyo Children s Library」） 

賛同し、 

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/
http://www.tcl.or.jp/youtube%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
http://www.tcl.or.jp/youtube%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
https://www.youtube.com/channel/UC_8kxd4DkRFzJncU5vVcjhQ
http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/
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27%
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11%30%

24%
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病気

病院・医師

薬

健康法

福祉・介護

その他

 

 

◆◆◆◆◆ 健康・医療情報サービスに関する調査結果 2019 ◆◆◆◆◆ 

 道内図書館（室）で「健康・医療情報サービス」と位置づけて実施している、健康や介護福祉な

どについてのサービスの実態を把握するために実施した調査結果の一部を概要としてお知らせし

ます。（調査期間：令和 2年 1月 24日～2月 21日） 

 

 

 

 

 
 

■ ニーズが増えてきていると感じるのはどの分野に当てはまるか 

（設問 2、複数回答可、回答数 272件） 

 

① 病気に関する分野・・・・・・73 

② 病院･医師に関する分野 ・・・18 

③ 薬に関する分野・・・・・・・30 

④ 健康法に関する分野・・・・・83 

⑤ 福祉･介護に関する分野 ・・・64 

⑥ その他・・・・・・・・・・・ 4 

 

  健康法や病気に関する分野について、需要が増えてきていると感じている回答館が多くあり

ました。「その他」としては、「健康診断結果の見方について」といったような、健康を意識し

たテーマのニーズが高くなってきていることを示す回答が多く寄せられました。 

 

■ 実施したことのあるサービス内容に当てはまるものはどれか 

（設問 4、複数回答可、回答数 146件） 

 ① 医療･健康情報に関する資料を集めたコーナーの設置 ・・・36 

 ② 闘病記文庫の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 ③ 専門機関など関係パンフレットの収集と提供・・・・・・・23 

 ④ ブックリストやパスファインダーの作成・・・・・・・・・ 9 

 ⑤ ホームページによるコンテンツやリンク集の情報提供・・・ 2 

 ⑥ 資料展示の実施（企画展） ・・・・・・・・・・・・・・・40 

 ⑦ 健康･医療に関する講演会、講座の実施 ・・・・・・・・・12 

 ⑧ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

※詳しい調査結果は、図書館ポータルで公開しています。 

  図書館ポータル ＞ 情報共有ファイル ＞ ５ 調査･アンケート ＞ 道立図書館 

  ＞ 健康･医療に関する図書館サービスに関する調査 2019 

  ＞ 調査表集計（概数）全体･管内別 

（件） 

（件） 
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・「食育おはなし会」として、食育に関する絵本の読み聞かせや栄養士によるエプロンシ

アターの実演などを実施した。（日高町立門別図書館郷土資料館） 

・図書館カフェで、保健所による野菜に関するクイズや試食、パンフレットの提供などを

行った。（根室市図書館） 

・ストレス計測器でストレスを計測し、結果にあわせた本を勧める「ストレスチェック」 

を実施している。（幕別町図書館） 

  資料展示やコーナー設置は多くの回答館で実施している一方で、講演会や講座まで実施して

いる回答館はそれほど多くはありませんでした。 

しかし、連携先について問うた設問 6 では 101 件もの回答があり、講演会以外でも各種取

組で連携が図られていたことがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査趣旨】（調査票を要約） 

 

  国の「認知症施策推進大綱」（令和元年６月 18日）では、認知症サポーター養成講座

に図書館職員が対象拡大となり、図書館での認知症コーナーの設置等が掲げられ事例も

見られるようになりました。令和元年９月５日には図書館とがん相談支援センターの連

携ワークショップ「いつでも、どこでも、だれでもが、がんの情報を得られる地域づく

りの第一歩（in 札幌）」が開催され関心が高まる中、実態把握のため調査を行うこととし

ました。 

※本調査における「健康・医療情報サービス」とは、健康・医療分野（病気、病院、

薬、健康法、福祉・介護等）における図書館サービス全般を指しますが、各館で健

康・医療と位置づけられているものについて幅広く情報を集めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   「健康・医療に関する図書館サービスに関する調査」調査票 

   

 

 

 

 

 

*** 連携事例 *** 
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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。すでに中止等が決定

している事業については、その旨を追記しています。 

今後も中止・延期・会場変更等が予想されますが、研修等参加の参考情報としてご活用く

ださい。 

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） 中止 

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 中止 

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 延期 札幌市（予定） 

６月 

18 日～19 日 
北日本図書館連盟 北日本図書館大会 中止 

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 中止 

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 中止 

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 オンライン開催 

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 

18～19 日 

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（11/27 稚内市） 

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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昨年度、しかけ絵本セットをご活用いただいた皆さまから、「より

少ない冊数でしかけ絵本を使いたい！」とのお声があったため、

しかけ絵本セットを組み直し、新たに各 10冊前後の「テーマ別小セ

ット」をつくりました。 

「どうぶつ」「のりもの」「冬・クリスマス」など現在 10 のテーマをご用意し、小規模の

展示などに使いやすいセットとなっています。複数の小セットを同時に貸し出すことも可能

です。各種イベントが開催しにくい状況ではありますが、大人も子どもも興味津々のしかけ

絵本を、ミニ展示などにぜひご活用ください。 

 

しかけ絵本 テーマ別小セット 

① どうぶつセット（10冊） 

ジャングルやサバンナを探検するしかけ絵本、犬や猫のしかけ絵本など、たくさんの

動物が出てくるしかけ絵本のセットです。 

② のりものセット（12冊） 

電車や飛行機、工事現場で働くトラックなど、様々な乗り物が登場するしかけ絵本の

セットです。 

③ もじかずいろセット（12冊） 

アルファベット、数字、色についてのしかけ絵本のセットです。色とりどりのイラス 

トと工夫のあるしかけで楽しく学ぶことができます。 

④ きょうりゅうセット（14冊） 

恐竜がたくさん登場するしかけ絵本のセットです。 

ダイナミックに恐竜が飛び出す絵本や、恐竜のこと 

が勉強できるしかけ絵本が入っています。 

⑤ うみセット（10冊） 

イカやサメなどの海の生き物が登場するしかけ絵本、

海の中を探検するしかけ絵本のセットです。 

⑥ おはなしセット（13冊） 

「シンデレラ」「ピーター・パン」など、誰でも

知っている名作のしかけ絵本を集めました。 

読んでも飾っても楽しめる美しい絵本がたくさん

入ったセットです。 

② 事業貸出し  新規しかけ絵本セット紹介 

リトル・マーメイド

もあるよ♥ 
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⑦ 冬・クリスマス Aセット（11冊） 

⑧ 冬・クリスマス Bセット（11冊） 

⑨ 冬・クリスマス Cセット（10冊） 

「冬・クリスマス」のセットは、物語の舞台が“冬”“クリスマス”のしかけ絵本を集

めました。冬の展示にぴったりです。 

※A、B、Cそれぞれのセットには、他のセットと重複して入っているタイトルもあります。 

 ≪例えばこんな本…≫ 

   Ａセット：『まどから★おくりもの』五味太郎作・絵、『ゆめのゆき』エリック・カール作 

   Ｂセット：『サンタさんがやってきた』デビッド・ペルハム作、 

『ジングルベル』ジェームズ・ロード・ピアポント作詞 

   Ｃセット：『雪降る森』大野友資著、『ピーターラビット冬のおはなし』ビアトリクス・ポター作 

 

⑩ おばけセット（11冊） 

ドラキュラやミイラなどが登場する少し怖いしかけ絵本のセットです。 

ハロウィンの時期にぴったりです。 

 

 

★ 冊数に合わせた、いつもより小さめのコンテナでお届けします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来と同じボリューム（30～40冊）のセットも引き続きご利用いただけます。 

詳しいセット内容は、当館ホームページ「令和 2年度事業貸出し利用案内」をご覧ください。 

道立図書館ホームページ ＞ 図書館の刊行物 ＞ 北海道立図書館市町村活動支援事業について 

＞ 「事業貸出し利用案内」【図書館（室）向け】 ＞ 令和 2年度「事業貸出し利用案内」 
 

※しかけ絵本セットはｐ13～24でご紹介しています。 

（今回ご紹介したテーマ別小セットの内容は、ｐ20～24に載っています。） 

10 10冊 

 14冊 

コンテナサイズ（例） 

セット名 冊数 サイズ 幅×奥行×高さ cm 

どうぶつセット 

のりものセット 

10 

12 
38×30×23 

おはなしセット 

きょうりゅうセット 

13 

14 
53×37×23 

Ａセット 30 53×37×34 

 



 

                   

あけぼのつうしん No．71 

発行日 令和２年（2020 年）７月 14 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/ 

 前号を発行（3月 26日）してから約 3か月。図書館に限らず、季節を感じさ

せるイベントや恒例行事の多くが中止や規模縮小を決める中、本格的な夏がやっ

てきました。 

 来年の今頃は、オリンピック直前。甲子園の地方大会も行われる時期です。夏

休みは海外旅行？！ 心から楽しめる未来を思い描き、皆様の身体と心の健康を 

お祈り申し上げます。 

 

 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 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/
mailto:shienka@library.pref.hokkaido.jp
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