
 

市町村立図書館等支援のための事業実施状況（平成１８年度） 

                                                   （埼玉県図書館協会事業を含む） 

 

 

調査研究支援資料等作成事業                            ※印は県立図書館のホームページからも検索可能 

資 料 名 概    要 実施状況（配布部数） 主担当館

｢埼玉県立図書館レファレンス

事例集｣2006年版 

埼玉県立図書館が平成5年度から17年度まで

に処理したレファレンスのうち、埼玉関係の

事例、複数のツールを参照した事例、再質問

の可能性のある事例等6,156件を収録 

図書館協力ウェブサイトに掲載 久喜 

埼玉の類縁機関案内 

専門的な情報を入手することのできる県内所在

の博物館、試験・研究機関、大学図書館等のいわ

ゆる類縁機関135か所の所在地、主な収集資料、

利用条件などを調査・収録 

県立図書館のホームページに掲載 久喜 

調査・研究に役立つリンク集 
調査・研究に役立つ国内・海外の約190サイトを

紹介 
県立図書館のホームページに掲載 久喜 

埼玉県暮らしに役立つリンク

集 

埼玉県の地域情報を入手する際に役立つ約100サ

イトを紹介 
県立図書館のホームページに掲載 久喜 

｢県立図書館児童室所蔵研究雑

誌記事作者・作品索引｣ 

2006年版 

県立図書館が所蔵する児童書研究雑誌「子ど

もの本棚」など37誌の記事7,878件（平成6年

～18年）の索引 

図書館協力ウェブサイトに掲載 久喜 

｢埼玉県内公共図書館等購入新

聞・雑誌一覧｣2006年版 

県域の資料相互貸借のためのツールとして、

県内公共図書館等が購入している新聞・雑誌

情報をまとめた一覧 

収録データ数2,702タイトル 

図書館協力ウェブサイトに掲載 久喜 

｢埼玉新聞記事見出し索引｣ 
埼玉新聞の埼玉県関係記事の見出し索引 

1980年4月～2003年3月の23年間分 472,816件

図書館協力ウェブサイトに掲載

 
浦和 

埼玉関係雑誌記事索引データ

（暫定版） 

県立図書館が所蔵する埼玉関係雑誌65誌の記

事索引(32,070件) 

図書館協力ウェブサイトに掲載

 
浦和 

埼玉関係人物文献索引データ

（暫定版） 

埼玉県に関係する人物について記載にある県

立図書館所蔵資料の索引(4,231名 7,509件)

図書館協力ウェブサイトに掲載

 
浦和 

｢録音・点字資料目録2006年｣

※ 

埼玉県立図書館が平成18年中に受け入れた

視覚障害者用資料目録 
冊子〈点字・墨字〉、テープ、フロ

ッピーディスクを利用者、市町村立

図書館等へ配布      （830）

久喜 

｢2007埼玉県立図書館所有16ミ

リ映画フィルム一覧」※ 
県立図書館所蔵の16ミリ映画フィルムのうち

受入年が新しく利用頻度が高いフィルムの分

類目録 

市町村教育委員会・市町村立図書館

・公共福祉施設へ配布 

                （3,000）

熊谷 

｢埼玉の公立図書館 平成18年

度｣ 
公立図書館の運営状況、利用統計などを調査

・収録 
市町村立図書館等へ配布 

                   （800）
浦和 

｢貸出文庫目録・新着案内｣ 
読書会、学級の読書の時間等で集団読書に活

用するための同一図書セットの案内 
市町村立図書館、読書団体等へ配布

                   （450）
熊谷 

｢県内大学図書館と公共図書

館との相互協力」 

埼玉県図書館協会・図書館ネットワーク専門

委員会が行った、県内大学図書館との相互協

力要領（試案）及び研修会の講演記録 

市町村立図書館・県内大学図書

館・全国都道府県立図書館等へ 

配布              （400）

熊谷 

｢埼玉県の障害者サービス実態

調査2006年｣ 
県内公共図書館における障害者サービスの実

施状況、利用統計などを調査、収録 

CD-R版を市町村立図書館等へ 

配布                   （86） 久喜 
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図書館協力・振興事業 

事業・資料名 概    要 実施状況（配布部数） 主担当館

図書館協力業務の実施 
県内公共図書館等に対する県立図書館資料の

協力貸出及び公共図書館間の相互貸借活動の

支援 

             

協力貸出：52,270冊 
３館 

連絡車・協力車の運行 

県立図書館間の資料の搬送、県内公共図書館

及び公民館図書室等への協力貸出のための

車両の運行  

連絡車（県立図書館） 

・週5日（月曜、水曜から土曜日）

協力車（県内公共図書館等） 

・全10コース、毎週1回 

熊谷 

｢図書館協力ハンドブック2006年

版｣ 

｢協力貸出｣｢所蔵調査｣｢レファレンスサービス｣ 

｢複写サービス｣｢連絡協力車｣｢県立図書館担

当一覧｣その他相互貸借に係るマニュアルを収録

市町村立図書館等へ配布 

        （分館分室を含む）

                        （170）

熊谷 

｢図書館協力ハンドブック｣ 

公民館図書室編 2006年版 

図書館未設置町村（北部地域）向けに作成 

｢協力貸出｣｢レファレンスサービス｣｢複写サービ

ス｣｢連絡協力車｣｢県立図書館担当一覧｣その他相

互貸借に係るマニュアルを収録 

公民館図書室、教育委員会へ 

配布 

 

               （7）

熊谷 

｢埼玉版ISBN総合目録｣ 

          （年4回刊行） 

県内公共図書館の図書の相互利用のために、

ISBNをキーとして各館の蔵書データを抽出統合

した総合目録 

65市町村、県立図書館等参加  

159万2千タイトル収録 

CD-R版を市町村立図書館等へ 

配布 

                （77/回）

熊谷 

県域(公共図書館等における)

での資料保存体制の確立 

「埼玉県公共図書館等における資料保存実

施要領」（平成19年1月10日施行）に基づき

「埼玉版ISBN総合目録」から単館所蔵データ

を抽出し、そのデータを各単館所蔵館にCD-

R版により配布 

加入機関115（館・機関・県立）

対象冊数250,471冊 

熊谷 

｢協力車だより｣ 

          （年4回刊行） 

市町村立図書館の各種行事や休館情報、県立

図書館からのお知らせ、担当者会議の概要な

ど､協力業務に関する様々な記事を掲載した情

報交流誌 

市町村立図書館等へ配布 

        （分館分室を含む）

               

（220/回）

熊谷 

「図書館協力担当者会」の開催 

 全県         （ 6月 2日） 

  熊谷エリア     （11月15日） 

 浦和エリア     （12月 1日） 

  久喜エリア     （11月29日） 

全県及びエリアごと 

・図書館協力ハンドブックについて 

・｢埼玉県公共図書館等における資料保存実施要

領（案）｣について 

市町村立図書館担当者等 

                    （96人）

                  （21人）

                  （38人）

                 （32人）

熊谷 

｢公民館図書室実務担当者会議｣

の開催           （ 7月21日） 

図書館未設置公民館図書室担当者(北部地域）

を対象 

 講師：県立熊谷図書館職員 

 議題：『県立図書館所蔵調査方法について』 

 ＊「図書館協力ハンドブック 公民館図書室編」

配布 

図書館未設置町村の公民館図書

室担当者・教育委員会職員・初

めて相互貸借を担当する図書館

職員 

 

                       （19人）

熊谷 

配本業務の実施 
図書館未設置町村教育委員会等を対象として

配本所の設置による資料提供活動の支援 
 

配本所：4町村・10か所 
熊谷 

｢平成17年度埼玉県移動図書館活

動調査一覧｣(平成18年調査） 
埼玉県内の移動図書館実施館の活動動向につ

いての調査 
市町村立図書館等へ配布（200） 

図書館協会ウェブサイトに掲載  
熊谷 
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研修支援事業 

事 業 名 概    要 対象 （参加人数） 主担当館

｢埼玉県図書館協会記念講演｣ 

 の開催         （6月9日） 
講師：日本図書館協会理事長 塩見昇氏  

演題：『これからの図書館を考える』 
加盟館職員・図書館協議会委員

等 
浦和 

｢学校図書館運営研究会｣の開

催          （8月3日） 

講師：昭和女子大学名誉教授･児童文学者  

西本鶏介氏 

演題：『子どもの本を考える』 

＊その他講義及びテーマ別に研究協議 

学校図書館担当者等 

 

               （183人）
浦和 

｢図書館講演会｣の開催 

          （2月17日） 

講師：法政大学社会学部教授･翻訳家  

金原瑞人氏 

演題：『翻訳の楽しさと悩ましさ』 

県民一般 

                 （98人） 浦和 

｢埼玉県子ども読書活動交流 

集会｣の開催 

                （11月26日） 

講師：立教女学院短期大学講師 中村柾子氏 

演題：『子どもの成長と絵本』 

＊5分科会：｢読み聞かせ講義と実習｣ほか 

おはなしボランティア、学校図

書館担当者、市町村立図書館担

当者                  （332人）

久喜 

｢南部地区館長・協議会委員研

修会｣の開催    （9月28日） 
研究協議及び情報交換 館長等 

                 （19人）
浦和 

｢北部地区館長・協議会委員研

修会｣の開催    （1月26日） 
講師：筑波大学教授 薬袋秀樹氏 

演題：『「これからの図書館像」を実現するために』

館長等 

                 （25人）
熊谷 

｢東部地区館長・協議会委員研

修会｣の開催    （1月26日） 
講師：筑波大学教授 薬袋秀樹氏 

演題：『「これからの図書館像」を実現するために』

館長等 

                 （37人）
久喜 

｢学校図書館担当者等研修会｣

の開催 

                  （7月26日） 

図書館未設置町村の小中学校担当者等を対象 

講師：東京子ども図書館 張替恵子氏 

演題:『子どもと本をつなぐ・読み聞かせ』 

＊実務研修及び県立図書館協力支援業務の説明 

学校図書館担当者等 

 

 

               （53人）

熊谷 

「図書館視察研修会」の開催 

（9月8日） 

川口市立中央図書館 

 

公共図書館未設置町村及び整備

途上市町村担当者等 （46人）
熊谷 

「実務担当者研修会」の開催 

（1月12日、3月2日） 

図書館づくり講座（全２回） 

講師：千葉経済大学短期大学部助教授 斎藤誠一氏 

演題：『インターネット活用講座から公共図書館の利

用教育を考える』（全２回連続講座） 

公共図書館未設置町村及び整備

途上市町村担当者等  

（21、23人）
熊谷 

｢図書館ネットワーク研修会｣

の開催 

              (1月19日） 

講師：福島大学附属図書館 小椋正行氏 

演題：『福島県内の大学図書館と公共図書館間の

相互利用制度』 

講師：図書館ネットワーク専門委員会委員 

演題：『埼玉県内公共図書館等と埼玉県内大学図書館

間の図書資料の相互貸借要領』中間報告 

県内公共図書館担当者 

熊谷 

｢参考調査研修会｣の開催 

       （6月30～2月23日） 
2分科会（各年4回）及び全体研修会（年1回） 

県内公共図書館参考調査担当者 浦和 

｢障害奉仕研修会｣の開催 

      （11月21日・2月14日） 
研修会（年2回） 

県内公共図書館障害奉仕担当者 久喜 

｢郷土資料研修会｣の開催 

        （9月29日・2月2日） 
研修会（年2回） 

県内公共図書館郷土資料担当者 浦和 

｢児童奉仕研修会｣の開催 

       （5月17日～3月7日） 
5分科会及び全体研修会（年5回） 

県内公共図書館児童奉仕担当者 久喜 

｢視聴覚奉仕研修会｣の開催 

     （12月8日・3月9日） 
研修会（年2回） 県内公共図書館視聴覚奉仕担当

者 
熊谷 
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