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市町村立図書館等支援のための事業実施状況（平成２３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                            ※印は県立図書館のウェブサイトからも検索可能 

資 料 名 概    要 実施状況（配布部数） 主担当館 

レファレンス事例データベー

ス ※ 

国立国会図書館が運営するレファレンス協同

データベースに埼玉県立図書館が提供したレ

ファレンス事例のうち6,024件を一般公開 

[国立国会図書館]レファレンス

協同データベースにデータ登録 
久喜 

調査・研究に役立つリンク集 
調査研究に役立つインターネット上の370サイト

を紹介 
県立図書館のウェブサイトに掲載 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インタ

ーネット上の119サイトを紹介 
県立図書館の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117機

関の所在地、主な収集資料、利用条件などを紹介 
県立図書館の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｣ 

県域の資料相互貸借のためのツールとして、

県内公立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2,537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 

1970年4月～2004年3月の34年間分 473,726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82誌の記

事索引(42,070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がある県

立図書館所蔵資料の索引(5,741名 10,833件) 
図書館協力ウェブサイトに掲載 浦和 

｢録音・点字図書目録2011年｣

※ 
埼玉県立図書館が平成23年1月～12月に受け

入れた視覚障害者等用図書目録 

冊子（点字・墨字）､CD(デイジー)､

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 (749) 
久喜 

｢2011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 

                 （1,800） 
熊谷 

｢埼玉の公立図書館 平成23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 

                    （745） 
浦和 

｢貸出文庫新着案内｣ 
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、読書団体等へ年2

回配布             (318) 熊谷 

｢平成 23年度図書館ネット

ワーク専門委員会研究報告

書｣ 

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、研修会の講演記録を収録 
県図書館協会ウェブサイトに掲

載 
熊谷 

｢埼玉県の障害者サービス実態

調査2011年｣ 
県内公立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 

県図書館協会ウェブサイトに掲

載 
久喜 

｢埼玉県公共図書館等児童サ

ービス実態調査2010｣ 

県内公共図書館における児童サービスの実施

状況などを調査、収録 
図書館協力ウェブサイトに掲載 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 主担当館 

図書館間資料貸借の推進 
県内公立図書館等に対する県立図書館資料の

協力貸出及び公立図書館間や大学図書館との

資料相互貸借活動の支援 
協力貸出：50,078点 ３館 

連絡車・協力車の運行 

県立図書館間の資料の搬送、県内公立図書館

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（県立図書館等） 

・週４日（月、水、木、土曜日） 

協力車（県内公立図書館等） 

・全７コース、各図書館に週1回 

熊谷 

｢図書館協力ハンドブック 

2011年版｣ 

「 同  高校図書館編」 

｢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 

図書館協力ウェブサイト、埼玉県立

図書館ウェブサイト（高校・大学向

け）に掲載 
熊谷 

｢埼玉版ISBN総合目録｣ 

          （年4回刊行） 

県内公立図書館等の図書、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 

58市町村、3機関、県立図書館 

196万6千タイトル収録 

CD-R版を市町村立図書館等へ 

配布          （61枚/回） 

熊谷 

県域(公立図書館等における)

での資料保存の推進 

「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FD

版により配布 

加入機関114（館・機関・県立） 

対象冊数326,793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（分館を含む）

へ配布 

              （148部/回） 
熊谷 

図書館協力担当者会(全県対象) 

   第1回（6月9日） 

   第2回（12月9日） 

・「図書館協力ハンドブック」について 

・信書の取扱いについて他 

市町村立図書館担当者等 

         (98人参加) 

      (82人参加) 

熊谷 

配本所への支援 
図書館未整備町村教育委員会等を対象に配本

所を設置し、資料支援と運営相談を実施 
4町村（9か所）に配本所を設置 熊谷 

｢配本ハンドブック 2011年版｣ 
配本所の実務、配本に関する資料・様式等を

収録 
図書館協力ウェブサイトに掲載 熊谷 

公民館図書室等実務担当者会 

            （ 7月 7日） 

北部地域の図書館未整備町村教育委員会職員

・公民館図書室等担当者、及び初めて相互貸

借業務を担当する図書館職員を対象に実務研

修を実施 

 講師：県立熊谷図書館職員 

 内容：「相互貸借業務について」「配本所業務

について」  

                    （21人参加） 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 

｢埼玉県図書館協会総会 

記念講演｣  （6月8日） 
講師：児童文学作家 上條さなえ氏 

演題：『私が童話を書く理由』 
加盟館職員・図書館協議

会委員等   （66人） 
浦和 

｢学校図書館研究大会｣  

         （7月29日） 

全体会  

 

 

 

講演会 

 

分科会 

１ 講師：東京学芸大学非常勤講師 対崎奈美子氏 

報告：『新学習指導要領と学校図書館』 

２ 講師：学校図書館スーパーバイザー 徳田悦子氏 

報告：『探究方学習を支える学び方指導』 

講師：絵本作家 浜田桂子氏 

演題：『命のまぶしさを伝える』 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

学校図書館担当者等 

           （120人） 
浦和 

｢図書館と県民のつどい 

    埼玉2011｣ 

（11月5日） 

記念講演 講師：作家 あさのあつこ氏 

     演題：『いま、若者に伝えたいこと』 

分科会  子どもの読書関係４分科会 

展示   大学図書館・高校図書館・公共図書館 

     埼玉県推奨図書展示ほか 

一般県民・図書館関係

者    （1,598人） 
浦和 

｢館長等研修会｣   

（1月12日） 

基調講演 

 

事例発表

等 

講師：帝京大学総合教育センター 仁上幸治氏 

演題:『図書館ブランディング超入門』 

内野文夫氏（寄居町立図書館）、宮崎光弘氏（稲城

市立図書館）、嶋田久子氏（川崎市立中原図書館） 

パネルディスカッション、研究協議及び情報交換 

市町村立図書館長等 

           （24人） 
久喜 

｢新任職員研修会｣ 

（5月13日・5月20日） 
講師：日本図書館協会 常世田良氏ほか 

県内公立図書館新任職員       

(延べ169人) 
浦和 

｢公共図書館等職員研修

会｣ 

（6月24日・1月12日）                 

 

講演会 

 

 

 

講師：ローライブラリアン研究会  

鈴木敦氏、藤井康子氏 

演題：『公共図書館における法情報サービスについて』 

＊第2回は、「館長等研修会」と合同実施 

県内公共図書館等職員

及び高校図書館担当者 

（65人） 

（32人） 

 

浦和 

｢中級職員研修会｣ 

 （6月1日～12月7日） 

年4回 講義：『図書館を取り巻く状況と図書館経営』 

講師：松岡要氏(日本図書館協会)、秋本敏氏（ふじみ野

市立上福岡図書館）ほか 

県内公立図書館中堅職員

       (延べ55人) 
浦和 

｢図書館ネットワーク研修

会｣        (2月17日） 

報告:『平成23年度図書館ネットワーク専門委員会研究報告』 

報告者：阿部浩和氏（加須市立加須図書館） 

講演：『三重県図書館ネットワークの構築』 

講師：井戸本吉紀氏（三重県立図書館） 

埼玉県図書館協会公共

図書館部会加盟館職員 

(40人) 

熊谷 

｢参考調査研修会｣ 

   （7月15日～3月2日） 
2分科会（各年4回）及び全体研修会（年1回） 

県内公立図書館・高校図

書館参考調査担当者 

          (延べ253人) 

浦和 

｢障害者サービス研修会｣ 

（6月23日・12月1日） 

第1回 『障害者サービスの考え方と具体的なサービス』 

第2回 『DAISYとその製作』『DAISY編集の実際』ほか 
県内公立図書館職員等  

(延べ87人) 
久喜 

｢郷土資料研修会｣ 

（9月16日･11月11日） 
研修会（年2回） 

県内公立図書館郷土資

料担当者  (延べ63人) 
浦和 

｢児童奉仕研修会｣ 

    （5月25日～3月7日） 
4分科会及び全体研修会（年6回） 

県内公立図書館等児童

奉仕担当者(延べ409人) 
久喜 

 


