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講義 

地域とつながる図書館 レジュメ 

                            2014年6月18日（水） 

                                  大串夏身 

（昭和女子大学） 

 

はじめに----地域とつながる 

 地域への図書館からの働きかけ 

 地域住民からの図書館への働きかけ 

 地域住民の参加 

 地域住民との協働 等  々

 

 直接には 

猪谷千春『つながる図書館』筑摩書房、2014年（新書）の出版 

目次 

BOOKデータベースより 

最近、あなたの町の図書館に変化が起きてはいないだろうか。二十四時間貸出しが可能だった

り、自動貸出機があったり、ビジネスや法律の相談もできたり、デジタルアーカイブが充実し

ていたり。公共図書館はいま、無料貸本屋から脱して、地域を支える情報拠点としての施設に

シフトし、町づくりの中核に図書館を据える自治体も登場している。年齢や、職業収入の差別

なく、すべての人に開かれている無料の公共施設。私たちの人生にチャンスを与え、私たちの

暮らす町をより豊かにする可能性を秘めている場所。そして社会の記憶集積装置。変わりつつ

ある図書館の最前線へ出かけてみよう。いざ、図書館へ！ 

第１章 変わるあなたの町の図書館 

第２章 新しい図書館の作り方 

第３章 「無料貸本屋」批判から課題解決型図書館へ 

第４章 岐路に立つ公立図書館 

第５章 「武雄市図書館」と「伊万里市民図書館」が選んだ道 

第６章 つながる公共図書館 

 

補）文献から見えること 

 

１，「つながる」ということ 

 「つながる」ことで、お互いが活性化する 

 従来からの図書館の利用の仕方 

   静かに本を読む、本を借りて帰る、たまに職員に聞いてみる 

 ⇒ 利用の仕方が変わる 
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  特定テーマに関心のある人が集まって本・知識・情報などを仲立ちとして 

語り合う、考える、 新しい知恵を生み出す。 

地域住民と協働して図書館をつくる、創造する 

⇒ 図書館に対する見方が変わる 

 

  ⇒ 図書館施設の使い方も変わる 

     図書館の中で講座を開く  

      例；美術の講座は、美術の本があるところでやった方が 

 

   静かなだけの図書館の空間から にぎやかな空間が生まれる 

 

あたらしい図書館の空間のイメージ（ただし一定の規模が必要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３つのゾーンに分かれていて、利用者は自分の利用目的に合わせて選択できる。 

 静かな空間ではキーボードの使用はできない。 

 

例；山梨県立図書館、 

大学では、千葉大学附属図書館、明治大学和泉校舎図書館 

 

２，地域とつながる図書館が意識されるようになった 

背景 

（１）「これからの図書館像」の提案 

   地域の課題解決 

   学校図書館との連携 等 

 

子どもの読書推進計画 地域の中での公共図書館の役割明示 

 

 

人が交流する 

集団で調べる活動

をする 

研究会を開く 

 など 

人の声や 

街の音が 

キーボードの音

などが流れてく

る 

が 

静かに本を読む 

ひとりで調べる 

 など 
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（２）もうひとつの流れ＝図書館を見直す 

①新しい時代・社会が近づきつつある 

コンピュータ情報通信ネットワークを基盤とした社会 

  グローバル化 同時に地域性・地域文化の重要性が見直されるようになった 

   いくつかの側面 

  ・人間としてのアイデンティティの側面 

  ・クリエイティブな産業＝付加価値の高い産業の育成の側面 

 

  ⇒ 地域を見直す 経済・産業、文化、生活、風俗・習慣 

 

補）こうした時に、考え方として図書館は従来の「資料提供サービス」中心でいいのか？ 

 

 地域の課題解決の提案への批判 

  ビジネス支援など、諸外国、特にアメリカ合衆国で行われているサービスを知らない。 

  本当のビジネス支援はそんなものではない。（本当のビジネス支援とは？） 

 

 資料提供サービスでは、なんでもやっている、ことさらビジネス支援でもない。 

 

②これからの新しい時代と図書館について考える 

 

 時代の変化 

 住民意識の変化 

 図書館を取り巻く環境の変化 

    ⇒ あり方、サービスを見直す必要がある 

 

図書館は住民・地域のさまざまなことに役立ってきた 
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 これは、図書館の特性から来ている 

 図書・知識・情報・物語をコレクションとして持ってきた 

 

 図書・知識・情報・物語 それらは 人間が創り出してきたもの 

                 すべての分野・領域にわたる 

 

 住民は、ひとりひとりがそれぞれに読み、調べ、活用する  

⇒ 生活や仕事を良くする ⇒ 地域を良くする 

 

問題 

 本棚に請求記号順に本を置いておけば、活用されるというものではない 

 気が付かないで，そのまま、という本も少なくない。 

利用されるものは、利用され、 
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利用されないものは …… 廃棄、という運命 

⇒ 本棚つくりの基本に立ち返って考えてみたら？ 

 

 図書館及び図書館員が働きかける そのなかで、利用が促進され、 

図書館の空間から地域のなかに、図書・知識・情報・物語を仲立とした 

  人の交流、つながりが生まれる 
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補）図書館とは何か？ 

 歴史的に見ておくと 

①、知的な創造の場（拠点）としての図書館 

 紀元前 7 世紀 情報革命のはじまり ⇒ 出版物が次々とうまれる（もちろん多くの発明等も行われ

る） 

 紀元前3世紀 アレクサンドリア図書館 世界の出版物を収集して、それを利活用 

  ⇒ 知的創造の拠点としての図書館 

 

②、すべての知識をすべてに人のものにすることが社会の発展につながる（図書館の公開；18世紀

フランスから進む） 

 

③、学校をおえて社会に出た人々の学びの場（学校と図書館とが整備されることで公教育は完成す

る＝教育の機会均等を保障する施設）（1850年代アメリカ・ボストンから） 

 人々の実際の生活に役立つ図書を収集提供することで発展する施設である（同上） 

 

④、0 歳児からの読書のすすめ（1992 年イギリスから；来たるべき情報が満ちあふれる社会で生きる

人を育て、その人々が生き生きと生きていくためには読書は欠かせない） 

 

⑤、地域の情報拠点（情報センター）である（注：「知識と情報のセンター」といった方が良い。知識と

情報は違う。（知識＝人々が繰り返し使うもの、情報＝一過性のもの）） 

 

⑥、住民の情報活用能力の向上（沖縄サミット：沖縄憲章；「情報格差の是正」が必要⇒すべての国

民の再教育、まずは図書館員を含む教育職員の再教育が求められる⇒図書館は地域住民の情報活

用能力（情報リテラシー）を向上させる事業に取り組む） 

 

補）公的なサービスの提供主体としての問題・視点 

忘れてはならないのは、広い意味での住民福祉の実現 

 例：アメリカの公共図書館 

    識字学級の開催、公民権取得の支援、就職支援等 

 

図書館が提供するサービスの範囲で、すべての人が等しくサービスを享受でき、そのなか

で社会で生きる力を身につけていく 

現代日本では、沖縄サミットで提案された情報格差の是正 

 ⇒ 小泉内閣の骨太の方針 図書館が住民の情報活用能力の向上事業を行う 

 

日常的な図書館サービスのなかでも住民のリテラー向上の視点で取り組む 

 

図書館員は、トレーニングを研修等で行い、リテラシーを身につけて、住民に提供して行

かなくてはならない。 
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注）一般的な２１世紀のリテラシー（アメリカ、AASL作成のガイドラインから） 

 

デジタルリテラシー 

 デジタル技術を使いながら、情報をみつけ、利用し、分析し、創り出すための能力。 

ビジュアルリテラシー 

 イメージの見地から考え、学び、自らを表現するための能力を含む、「イメージを利用し、理

解するための能力」（Braden and Hortin、1982、41） 

テキストリテラシー 

 文学と個人的そして専門的記録の文章を、読み、書き、分析し、評価するための能力。 

テクノロジーリテラシー 

 21世紀のスキルや生涯にわたる知識を獲得したり、すべての主題領域における学びを改良し

たりするための情報にアクセスし、管理し、結びつけ、評価し、作り出したり、伝えたり、問

題を解決したりするために、責任を持って適切にテクノロジーを利用するための能力（SETDA） 

（出典；アメリカ・スクール・ライブラリアン協会（AASL）編、全国SLA海外資料委員会訳、

『学校図書館メディアプログラムのためのガイドライン』全国学校図書館協議会、201 年、26

ページ） 

 

３，図書館 地域への働きかけ 

   時代の変化、地域の変化 とともに 図書館も変わる 

 

 

    地域住民の中に入って、地域住民の側からサービスを見直す 

    ニーズ・要望・等々の把握 

     サービスの見直し、新しいサービスの創造 
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図書館サービスと地域 

 

従来 

 

視点 

カウンターから 

 

 

 

           サービス     地域 

 

                            ニーズ 

 

                            ニーズ 

 

                           

                            ニーズ 

 

 

           サービスの提供・利用を通して 

           ニーズを把握して、サービスに反映する 

 

これから 

 

視点１                            視点２ 

 

 

 

            サービス      地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

図書館 個人 

各種団体 

行政会社等 

図書館 個人 

各種団体 

行政会社等 

生活 

習慣 

仕事 

文化 

現状 

ニーズ 

課題 

目標 

希望 

問題 
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図書館の側だけでなく 

住民・地域の側にも積極的に光をあてて 

生活・風俗習慣・仕事・活動・地域文化・現状のなかでそれぞれのニーズ・課題・問題等を把握して ⇒ 図

書館のサービスに生かす・新たなサービスを提供する 

 

時代の変化とともに図書館も変わり、地域との関係も変わっていく 

 

特に、ITCを活用したさまざまなプログラムの企画・実施が求められている。 

 

例：住民の情報リテラシー向上のために講座等 

 日常の館内でのテーマ別の資料・知識等の調べ方のガイド 

 質問・回答サービスの中での住民への説明内容の見直し 

 小さな図書館でもインターネット情報源を活用した相談、質問・回答（レファレンス）サー 

  ビスの取り組み・活性化、⇒ 件数の増加 いつでも、どこでも、図書館に聞いてみよう 

 

住民の情報活用能力の向上のために取組 ⇒ 従来のテキストリテラシー 一辺倒から ⇒ デジタルリテラ

シー、ビジュアルリテラシー、マルチメディアリテラシーへと展開 

 

４，地域の施設、団体、組織、活動との日常的な連携 

 博物館・美術館等との連携 

イベント・行事・講演・展示などを通して 

共同でテーマ展示会開催 

 図書館側の取組 本や資料との出会いの場とする 

 

 観光協会、環境保護団体、観察会などとの連携 

 

 まちづくり、地域の課題での連携 

 

５，ITCの活用で広がる地域との連携 

 ITCを利用したさまざまなサービス 

 ITCによって、従来では直接会ってみないと分からなかったことが 

   居ながらにして分かるようになった（すべてではないけれど） 

   ⇒ 働きかける、連携する 

  

 より多くの図書館の資料を活用してもらう機会が増える 

   特定テーマに関心のある人のもとへ図書を持っていく、活用してもらうことができる 

 

 住民・利用者に図書館を発見してもらう 
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 図書館の資料を調べる楽しみも実感してもらう 

 

 テーマによって連携する 地域の組織・団体・個人と 

 

 補）調べ方案内（パスファインダー） 

ネット上は有効ではあるが、基本に立ち返って、 

特に地域資料については、よく検討して見る必要がある。 

 印刷資料の時代のパスファインダー 

  （外国で若いころ学んだ研究者の話） 

 

６，事例で見る地域との連携；広がる地域での連携 

（１）総務省（地域政策の動向；市町村の活性化施策） 

 総務省が、自治省時代から行ってきた市町村等の、特徴的・先進的と評価できる施策の実例集。毎

年100前後がリストアップされている。ネット上に公開。 

 最近3年ほどのなかに図書館（複合施設も含む）の事例としては、 

 

  萩図書館のNPOとの協働運営事業（山口県萩市） 

  市民交流センター開設計画推進事業（長野県塩尻市） 

  図書館運営の市民参加（企画するボランティア）（静岡県熱海市） 

  「読書シティ宣言」プロジェクト～新図書館オープンと読書活動の推進～（山形県村山市） 

 

（２）全国市議会議長会（全国都市の特色ある施策集） 

 議長会が 4年おきに発表しているもの。最新は 23年度。全文ネット上で読める。 

 

 魅力ある学習機会の提供を目指して～社会教育施設連携アクションプログラム～（北海道帯広市） 

 中央図書館・市民情報交流センター（福島県南相馬市） 

 読書の街いせさき推進事業（群馬県伊勢崎市） 

 読書の清瀬・スポーツの清瀬（東京都清瀬市） 

 市立図書館の指定管理委託事業（神奈川県綾瀬市） 

 まちごと「こども図書館」構想の実施（大阪府高槻市） 

 （仮称）青尐年拠点施設及び子育て支援施設及び山田駅前図書館整備事業（大阪府吹田市） 

 日本一の読書のまちづくり（熊本県水俣市） 

 

（３）全国青年会議所（特色ある施策） 

 会員市町村の優れた施策の事例を集めて発表しているもの。毎年ネット上にも公開。 



 11 

 鎌倉市図書館開館百周年記念事業（神奈川県鎌倉市） 

 まちごと「こども図書館」構想の実施（大阪府高槻市） 

 NPO法人による図書館運営（民間委託）（愛媛県四国中央市）注；指定管理 

 インターネットを活用した図書貸出予約システムの導入（千葉県我孫子市） 

 図書館PFI事業（東京都稲城市） 

   注；ICタグを活用した貸出システムの運用で日経の表彰を受けている 

 

（４）文部科学省図書館実践事例集 

 2014年3月公表。都道府県に照会して、収集したもの。（事例のリストは、別紙１ 図書館実践事例

集） 

 

事例 

①伊那市立伊那・高遠図書館 

 2013年ROY大賞受賞、ITCの活用。高遠ぶらり 

 

 情報と情報、人と情報、人と人をつなぎなおす  

（１），図書館情報システム：広域連携 図書館システムを周辺市町村に提供してサービス連携の基

盤づくり 

（２），公民館図書室；子どもの居場所づくり 

（３），図書館島の探検：学社融合ー図書館だからできること、子ども達が楽しみながら、地域の情報リ

テラシーをサポートしたい 

（４），図書館地域通貨「りぶら」 

（５），高遠ぶらりとは？ 

 見るだけでも楽しい！「高遠ぶらり」iPad アプリついに完成！Ver.4.0 年代の違う 14 種の小地図を

セット！ダウンロードはこちらから  

 デジタル古地図「高遠ぶらり」は携帯端末（ipad・iphone）用のアプリケーションです。 

 携帯情報端末画面に表示された古地図や観光地図の上に GPS（衛星全地球測位システム）の現在

地情報を表示されます。 

 また、画面に表示されたランドマークピンをタップすると、史跡などのランドマークに関する記事や

写真、観光情報を観ることができます。 

 古地図を見ながら現在の空間を移動することで、同時に異なる時代と空間を実感しながら街を散策

し、学習・観光することができます。 

ぶらりアプリは、ATR Creativeが開発したシステムを使用して制作しています 

（６），伊那谷の屋根のない博物館構想 

①，くらしに学び創造する 

②，地域を記憶する 

③，自然・環境を知る 

---世界の再発見に寄り添う；実感できる知の獲得（信州大学農学部、伊那市創造館、伊那市伊那図
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書館） 

自然体験学習、体験キャンプ、エコツーリズム、自然環境保護、景観保全、新エネルギー 

奥山・里山・自然と暮らし 

文献；『明日をひらく図書館』宮下明彦ほか編著、青弓社、2013 

 

②札幌市立中央図書館 

 

電子書籍・デジタルコレクションの活用の試み 

 

電子図書館実証実験 

 札幌市中央図書館では、今後の電子書籍の貸出を想定して、電子書籍を提供するメリットや課題の

検証を行うため、電子図書館実証実験を行っています。 

文献；平成23年度 札幌市中央図書館電子図書館実証実験報告書（PDF：178KB） 

 

③，小布施町立図書館 

 2011年大賞受賞 

まちとしょテラソ 

 まちとしょテラソは、「学びの場」「子育ての場」「交流の場」「情報発信の場」という４つの柱による「交

流と創造を楽しむ、文化の拠点」という理念のもとで建築されました。 

  皆さまに親しまれる集いの場になるように、これまで親しまれた町の図書館であることと、待ち合わ

せの場という意味を込めた「まちとしょ」そして、「世の中を照らしだす場」「小布施から世界を照らそう」

などの考えを加えて「まちとしょテラソ」という愛称がつきました。 

  まちとしょテラソは、夜になると行灯のようにあたたかく周囲を照らします。この場で未来を担う子供

たちが世界を感じ、飛び立っていく支援や何かを創り出す人の支援、ここへくると何か新しいものを学

べるといった生涯学習の拠点として使用していただくことを目指します。  ここは、「未知の知」と出会

いの場、町内外の方々との交流の拠点としてみなさまのお役にたつように努めて参ります。 

文献：花井裕一郎著『はなぼん : わくわく演出マネジメント』小布施町(長野県) : 文屋, 2013 

 

④，愛知川町立図書館 

愛知川図書館・びんてまりの館へようこそ 2007年大賞受賞 

 愛知川図書館は、小さな町の人びとが世界を知るための手がかりになりたいと考えています。その

ために、最新の情報やくらしを支える本、楽しく心ゆたかになる本をそろえてお待ちしています。 大

切にしているのは、最新の情報だけではありません。昔のなつかしいモノや情報、日々変化し明日に

はもうなくなっているかもしれない「まちの風景」を集めて発信していこうと思っています。 「まちのこ

しカード」「愛知川歴史写真館」は、愛知川図書館付近の自然や風景、生活の記録をデジタル化し保

管しています。残しておきたいモノ・コトがありましたら、どうぞ情報をお寄せください。  

文献；渡部幹雄著『図書館を遊ぶ:エンターテインメント空間を求めて』（新評論,2003） 
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７，専門職としての司書の問題点 

 専門職はいつも技術・思考・考え方が硬直する危険性をはらんでいる 

  硬直した専門職の意識（専門職論） 

  専門性という独善性と現実からの遊離の危険性 

  住民とともにあるということが専門性の内容を豊かにするという視点の欠如 

 

 時代の変化  

  住民の力量の高まり 

  乗り越えられる専門職 

   1980年代 市民文化論 社会教育の専門職はいらない 

 

 現代では明らかに図書館司書は乗り越えられている  

  ITCの技術・活用ではおくれを取っている 

  21世紀の一般的なリテラシーが専門職として身についていない（自覚がない） 

 

補）住民との関係を蜜にしながら、ともに成長する専門職としての司書にならなくては 

 

 専門職としての学び 

地域に学ぶ 

住民に学ぶ 

学校教育に学ぶ 

仕事に学ぶ 

地域の産業に学ぶ etc 

 ⇔ 基本に立ち返って 司書は聞き上手でないと 

    パーティ・会合・人と出会ったら 

     さまざまなことを聞き出す能力（技術・知識）がまず必要 

     カウンターでのレファレンスインタビューで磨かれたリテラシー 

 

 専門職は自ら変革する方法と力・技術を持たなくてはならないのだが。 

 

別紙１ 

図書館実践事例集 ～人・まち・社会を育む情報拠点を目指して～文部科学省、2014年3月 

凡例； 

１，項目は、タイトル、（自治体名、図書館名）；キーワード、キーワードは大串が付与。 

２，配列は、事例集の項目、項目の中は事例集に掲載された順（北海道から沖縄県までの順）。 

 

連携 

花巻市こども読書くらぶ （岩手県花巻市 花巻市立花巻図書館） ；子どもの読書、調べ学習   
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『人』がいる学校図書館を生かした支援の取り組み （宮城県名取市 名取市図書館）；学校図書館支援   

スポンサー制度を活用した企業活性化事業 （秋田県秋田市 秋田県立図書館）；雑誌スポンサー制度、ビジネス支

援、連携先；企業等   

子供・親子・学校に読書の喜びを伝える図書館をめざして （山形県飽海郡遊佐町 遊佐町立図書館）；子どもの読書、

連携先；学校 

いわき図書館サービスネットワーク（I‐TOSS） （福島県いわき市 いわき総合図書館）；資料相互貸借、連携先；大

学・高専図書館 

茨城県企画部空港対策課と連携した地方空港PR （茨城県笠間市 笠間市立岩間図書館）；観光、連携先；行政組織 

地域の活性化を支援する資料活用 （群馬県前橋市 群馬県立図書館）；地域の活性化、デジタルコレクション、地域

資料、連携先；行政組織、学校 

「特別支援学校での読み聞かせ 都立多摩図書館の実践から」の作成配布 （東京都立川市 東京都立多摩図書

館）；学校支援 

新潟市の学校図書館支援センターの取り組み （新潟県新潟市 新潟市立中央図書館）；学校図書館支援、連携先；

学校図書館 

地域プロサッカーチーム（J2 カターレ富山）との連携 （富山県富山市 富山県立図書館）；子どもの読書、連携先；ス

ポーツ団体 

アート de マナーアップ （石川県金沢市 金沢海みらい図書館）；図書館利用、連携先；大学 

子どもの読書支援活動（学校図書館支援センター） （福井県鯖江市 鯖江市図書館）；子どもの読書、学校図書館支

援、連携先；学校図書館 

公共図書館と大学図書館の館種をこえた連携 （山梨県都留市 都留市立図書館）；資料相互貸借、連携先；大学図

書館 

東海・北陸地区での県立図書館間定期便設置 （愛知県名古屋市 愛知県図書館）；資料相互貸借 連携先；県立図

書館 

美術館・図書館・レストランが食育で連携 （愛知県高浜市 高浜市立図書館）；食育、連携先；美術館、レストラン   

改革実行計画「明日の県立図書館」の策定と実践 （三重県津市 三重県立図書館）；図書館経営   

本はともだち！ （滋賀県日野町 日野町立図書館）；子どもの読書、学校図書館支援、ボランティア 

図書館とつながる、図書館でつながる （京都府 京都府立図書館）；利用促進、相互利用、観光、連携先；行政組織、

大学、美術館、学校 

京都市図書館中学生ビブリオバトル （京都府京都市 京都市中央図書館）；子どもの読書、連携先；学校 

地域・市民との協働および学校図書館との連携 （大阪府豊中市 豊中市立図書館）；市民協働、地域の課題解決、

学校図書館支援、連携先；学校図書館 

誰でも参加・出入り自由の会議でルールを決める （兵庫県伊丹市 伊丹市立図書館「ことば蔵」）；市民交流、ボラン

ティア、連携先；ボランティア団体 

「図書館ビジョン」の策定と大学連携による地域資料の保存・活用事業を開始 （兵庫県篠山市 篠山市立中央図書

館）；図書館経営、地域資料、連携先；大学 

図書館が館を離れて情報発信 （奈良県奈良市 奈良県立図書情報館）；情報発信、本・雑誌発行、連携先；地元企

業、ホテル 

暮らしによりそう図書館へ （鳥取県南部町 南部町立図書館）；地域の課題解決、連携先；学校 

日野町読む読むキャンペーン （鳥取県日野町 日野町図書館）；子どもの読書、調べ学習、ボランティア、連携先；

青尐年育成会、地元団体 
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サンフレッチェ広島との連携による資料展示及び県内図書館巡回展示 （広島県広島市 広島県立図書館）；資料展

示・情報発信、連携先；スポーツ団体 

子どもに本のおもしろさを伝える （愛媛県松山市 愛媛県立図書館）；子どもの読書、連携先；行政組織、大学 

「タオルびと」制作プロジェクト （愛媛県今治市 今治市立中央図書館）；地域産業支援 

学校図書館支援推進事業 （愛媛県新居浜市 新居浜市立別子銅山記念図書館）；学校図書館支援、連携先；学校

図書館 

すべての学校のニーズに応えて （福岡県小郡市 小郡市立図書館）；子どもの読書、学習支援、連携先；学校図書

館、専門学校 

こども読書活動応援隊 （佐賀県東松浦郡玄海町 玄海町立図書館）；子どもの読書、ボランティア 

麦の学校 （大分県宇佐市 宇佐市民図書館）；地域資料、地域文化、連携先；行政組織、地元酒造メーカー 

童話の創作を通して、奄美の子供たちの心を拓く （鹿児島県奄美市 鹿児島県立奄美図書館）；子どもの読書、童話

の創作 

ブックトーク出前授業で読書の楽しさを伝えたい （沖縄県豊見城市 豊見城市立中央図書館）；子どもの読書、連携

先；学校 

 

様々な利用者へのサービス 

子育て世代を応援する図書館 （青森県弘前市 弘前市立弘前図書館駅前分室こども絵本の森）；子育て支援、子ど

もの読書、ボランティア 

図書館ボランティアグループ間の連携 （秋田県秋田市 秋田市立中央図書館明徳館）；子どもの読書、ボランティア 

心豊かな人づくり、そしてここに住む誇りと幸せを感じるまちづくりをめざし （山形県村山市 村山市立図書館）；読書

推進、連携；水族館、学校図書館 

図書館って楽しいな こども図書館講座 開講 （福島県小野町 小野町図書館）；子どもの読書、子ども図書館員 

子ども司書養成講座の開催 （茨城県結城市 ゆうき図書館）；子ども図書館員、子どもの読書 

赤ちゃんタイム （茨城県神栖市 神栖市立中央図書館）；子どもの読書 

こどもが選ぶ、友だちにすすめたい本 （栃木県宇都宮市 宇都宮市立中央図書館）；子どもの読書、うつのみやこど

も賞 

読む力をはぐくむ子供読書活動の推進 （埼玉県三芳町 三芳町立図書館）；子どもの読書、ブックスタート、ブックス

タートプラス 

駅前公共施設を活用した図書館資料の貸出し・返却サービス （千葉県浦安市 浦安市立中央図書館）；利用促進、

連携；行政組織 

絵本を通した子育て・ボランティア支援を目的とした「こども図書館」 （千葉県柏市 柏市立図書館こども図書館）；子

どもの読書、ボランティア 

科学の本の読み聞かせと図書館で出会う科学コミュニケーション （東京都東久留米市 東久留米市立中央図書館）；

子どもの読書、科学の本 

「手話による八王子市図書館利用案内」DVD 作成 （東京都八王子市 八王子市中央図書館）；聴覚障がい者支援、

利用促進 

すべての県民に役立つ、魅力ある県立図書館を目指して （新潟県新潟市 新潟県立図書館）；図書館経営、役立つ

図書館、電子図書館 

便利で役に立つサービスの提供と児童サービスの充実強化 （福井県福井市 福井県立図書館）；図書館経営、役立

つ図書館、児童サービス 
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大月の民話の収集、大型紙芝居・小冊子の作成 （山梨県大月市 大月市立図書館）；民話、地域文化、地域資料、

ボランティア 

地域図書館をサポートする移動図書館は子供たちの心を耕します！ （静岡県浜松市天竜区 浜松市立天竜図書

館）；子どもの読書 

幅広い資料に支えられた児童サービスと子どもの読書推進活動 （大阪府東大阪市 大阪府立中央図書館）；子ども

の読書 

書評漫才（SBR）グランプリの取組 （大阪府大阪市 大阪市立中央図書館）；読書推進、子どもの読書（中高生） 

日本人の海外移住関係資料を一堂に収集・保存 （和歌山県和歌山市 和歌山市民図書館）；地域資料 

あなたのために!赤磐市の図書館サービス （岡山県赤磐市 赤磐市立中央図書館）；図書館経営、地域の課題解決 

多様な図書館サービス展開中 （山口県萩市 萩市立萩図書館）；図書館経営、電子図書館、雑誌スポンサー制度、

地域資料、連携先；学校、公民館 

毎日2回開催する子ども向けイベント （徳島県徳島市 徳島市立図書館）；子どもの読書、ボランティア 

回想法（思い出語り）でイキイキ元気！ （香川県坂出市 坂出市立大橋記念図書館）；高齢者サービス、連携先；福祉

団体、医療機関、行政組織 

「手づくり絵本教室」および「手づくり絵本コンクール」 （佐賀県佐賀市 佐賀市立図書館）；子どもの読書 

子供たちに未来の学びを伝える、新たな図書館サービス （長崎県長崎市 長崎市立図書館）；知のネットワークの拠

点、学習支援 

子ども読書まつり （熊本県合志市 合志市立図書館）；子どもの読書 

高齢者・障がい者向け本の宅配サービス （大分県国東市 国東市図書館）；高齢者サービス、障がい者サービス 

図書館ボランティアとともに子どもたちの図書館活用力を育てる （宮崎県宮崎市 宮崎市立図書館）；調べ学習支援、

ボランティア 

深めよう！おやこの絆 （鹿児島県鹿児島市 鹿児島県立図書館）；子どもの読書 

 

課題解決支援 

小山市立中央図書館の農業支援サービス （栃木県小山市 小山市立中央図書館）；農業支援、連携先；行政組織、

関係団体 

図書館のビジネス支援サービスをブランディング （埼玉県さいたま市 埼玉県立浦和図書館）；ビジネス支援、連携

先；行政組織、関係団体 

スマートデバイスによる情報探索支援システム （埼玉県飯能市 飯能市立図書館）；情報探索支援、情報活用能力

向上、 

「地域の情報拠点」としてヨコハマライブラリーカフェが果たす役割 （神奈川県横浜市 横浜市中央図書館）；情報、

ライブラリーカフェ、連携先；企業 

地域の民話を紙芝居に （福井県おおい町 名田庄図書館）；地域文化 

信州しおじり 本の寺子屋 （長野県塩尻市 塩尻市立図書館）；読書推進 

図書館資料とインターネット情報をつなぐ新しい情報検索スタイル （岐阜県多治見市 多治見市図書館）；情報活用 

図書館司書が行うブックスタートから子育て支援サービスまで （京都府八幡市 八幡市立図書館）；子どもの読書、

ブックスタート、子育て支援  

「播磨町図書館を使った調べる学習コンクール」 （兵庫県加古郡播磨町 播磨町立図書館）；調べ学習 

和歌山県立図書館「がん」関係図書コーナー （和歌山県和歌山市 和歌山県立図書館）；医療健康情報 

仕事とくらしに役立つ図書館をめざして （鳥取県鳥取市 鳥取県立図書館）；図書館経営、ビジネス支援、高齢者サ
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ービス、障がい者サービス 

町民との連携で成長する郷土レファレンスツールづくり （岡山県奈義町 奈義町立図書館）；地域資料、ボランティア 

広島市立中央図書館のビジネス支援サービスって？ （広島県広島市 広島市立図書館）；ビジネス支援、連携先；

行政組織、関係団体 

図書館政策フォーラム「図書館はどう使えるか～明日の生きる力と図書館～」 （宮崎県宮崎市 宮崎県立図書館）；

図書館経営、行政支援 

方言を使った調べる学習体験型教室 （鹿児島県鹿屋市 鹿屋市立図書館）；地域文化、ボランティア 

 

まちづくり 

「恵庭市人とまちを育む読書条例」の制定 （北海道恵庭市 恵庭市立図書館）；図書館経営、読書推進、読書のまち

づくり、まちじゅう図書館 

おいしい図書館を目指して！ （北海道帯広市 帯広市図書館）；食育、食文化、地域文化 

図書館が人を繋ぎ、地域をつくる （岩手県一関市 一関市立東山図書館）；地域文化、地域の活性化 

図書館を飛び出し、青空の下で本を楽しもう （山形県新庄市 新庄市立図書館）；読書推進、連携先；市民団体 

まちなかライブラリー「店主さん おすすめの 1 冊」展 （富山県南砺市 南砺市立中央図書館）；読書推進、地域活性

化、連携先；商店街 、商業会  

伊那谷の”屋根のない博物館”の”屋根のある広場”へ （長野県伊那市 伊那市立図書館）；図書館経営、情報活用、

地域文化、連携先；観光協会、国土交通省、学校、ボランティア 

まちじゅうを図書館に （長野県上高井郡小布施町 小布施町立図書館「まちとしょテラソ」）；読書推進、まちじゅう図

書館、情報活用、連携先；ボランティア 

ぐるっと町ごと絵本館 （岐阜県飛騨市 飛騨市図書館）；子どもの読書、地域活性化 

富士山のコーナーの設置 （静岡県富士宮市 富士宮市立中央図書館）；地域活性化、地域資料 

「生まれてから亡くなるまで」を支える  （滋賀県東近江市 東近江市立能登川図書館）；医療健康情報、  

（PDF:1,282KB）   

誰もが気楽に集える町のランドマークを目指して （和歌山県有田川町 有田川ライブラリー）；交流スペースづくり、

電子図書館、子どもの読書、 

海士町島まるごと図書館 （島根県海士町 海士町中央図書館）；図書館経営、島まるごと図書館 

市民の共同による事業の企画・運営 （福岡県春日市 春日市民図書館）；図書館経営、ボランティア 

みなまた環境絵本大賞 （熊本県水俣市 水俣市立図書館）；子どもの読書 

 

建築・空間づくり 

子どもと本の出会いをつくる「角田市子ども図書館」 （宮城県角田市 角田市図書館）；子どもの読書 

知的好奇心を刺激する棚づくり （福島県南相馬市 南相馬市立中央図書館）；棚づくり、 

赤レンガ倉庫を活用した滞在型図書館 （東京都北区 北区立中央図書館）；図書館経営 

読書の楽しさをこども図書館から （富山県富山市 富山市立こども図書館）；子どもの読書、子育て支援 

コンヴァージョンによる図書館の設置 （高知県高岡郡津野町 津野町立図書館かわうそ館）；図書館建設 

市民にわかりやすい本棚を目指して （宮崎県宮崎市 宮崎市立佐土原図書館）；本棚づくり 

 

電子図書館 

電子書籍のメリットを活かした、新しいサービス・連携づくりへ （北海道札幌市 札幌市中央図書館）；電子書籍、連
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携先；地元出版界 

ICタグを活用した図書館サービス （群馬県高崎市 高崎市立中央図書館）；ICタグ活用 

電子書籍閲覧サービスで子供達に読書のキッカケを （群馬県明和町 明和町立図書館）；電子書籍閲覧サービス 

千代田Web図書館について （東京都千代田区 千代田図書館）；Web図書館 

デジタルライブラリーへの貴重書の登録・公開 （静岡県静岡市 静岡県立中央図書館）；デジタルコレクション、地域

資料 

注；デジタルコレクション、地域資料のデジタル化では、秋田県立図書館、デジタル百科の岡山県立図書館などもあ

る。 

 

その他 

ひるどきブックセレクション  （千葉県千葉市 千葉県立中央図書館）；情報発信、連携先：FM 放送局  

（PDF:1,260KB）   

社史コレクションの利用に直結する催事・広報の展開 （神奈川県川崎市 神奈川県立川崎図書館）；社史コレクショ

ン 

90年前の「関東大震災」と鎌倉 （神奈川県鎌倉市 鎌倉市中央図書館）；地域資料 

知的活動の拠点 （山梨県甲府市 山梨県立図書館）；図書館経営、知の活動拠点 

図書館おとなの学校 （岐阜県郡上市 郡上市図書館）；地域資料 

目で見る郷土資料の編集発行事業 （愛知県津島市 津島市立図書館）；地域資料、情報発信 

滋賀県立図書館における協力車巡回（司書巡回便） （滋賀県大津市 滋賀県立図書館）；図書館経営 

調査・研究センターとしての図書館 （岡山県岡山市 岡山県立図書館）：図書館経営、調査・研究センター 

郷土資料収集および普及事業 （佐賀県鹿島市 鹿島市民図書館）；地域資料、デジタルコレクション 

 

  


