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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２８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                            

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8,067件を一般公開 

ファレンス協同データベースに

データ登録、県立図書館のウェ

ブサイトからも検索可能 

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455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155サイトを紹介 
県立図書館のウェブサイトに掲載 久喜 

埼玉の図書館類縁機関案内 
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119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 

収録データ数約2,000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 

1943年4月～2009年12月の66年間分994,200件 
図書館協力ウェブサイトに掲載 熊谷 

埼玉関係雑誌記事索引データ 
県立図書館が所蔵する埼玉関係雑誌89誌の記

事索引(46,715件) 
図書館協力ウェブサイトに掲載 熊谷 

埼玉関係人物文献索引データ 
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(6,367名11,760件) 
図書館協力ウェブサイトに掲載 熊谷 

｢録音・点字図書雑誌目録  2016

年｣ 

埼玉県立図書館が平成28年に受け入れた録

音・点字資料目録（利用案内・取扱雑誌一覧

付き） 

利用者及び市町村立図書館等へ配

布 (688部)、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 視覚障害

者用録音・点字図書情報」 

県内の公共図書館が新規に製作・収集した録

音・点字図書の目録 

年４回、図書館協力ウェブサイト

に掲載 久喜 

「16ミリ映画フィルム目録」 
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内

容解説付分類順目録 

市町村教育委員会・市町村立図書館

・公共福祉施設へ配布（270部）、

県立図書館のウェブサイトに掲載 

熊谷 

｢埼玉の公立図書館 平成28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（224部） 

熊谷 

｢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(3,800部)、県立図書館のウ

ェブサイトに掲載 
熊谷 

｢図書館ネットワーク専門委

員会のあゆみ｣ 

20年来の図書館システムやネットワークに

関しての様々な調査・研究及び研修の記録 
冊子配布(100部 )と埼玉県図書館

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  2016｣ 

埼玉県の公立図書館における障害者サービ

スの実態を調査し、その結果をまとめたもの 

埼玉県図書館協会ウェブサイ

トに集計結果を掲載 
久喜 

｢いっしょによんで！親子のふ

れあいえほんばこ｣ 

0歳から小学校入学前の子供たちに読んであ

げたい絵本１００冊を紹介 

市町村立図書館等、幼稚園・保

育園等へ配布 
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：44,746点 熊谷 

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 

2016年版｣ 

｢ 同 高校図書館編｣ 

｢協力貸出｣｢相互貸借｣｢協力レファレンス｣｢複写

サービス｣「団体貸出」｢連絡車・協力車｣「図

書館協力ウェブサイト」｢県立図書館 図書館協

力業務体制｣その他相互貸借に関するマニュアル

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蔵書データをISBNをキーに

して抽出・統合した総合目録 

58市町、3機関、県立図書館の蔵書

データ232万タイトルを収録 

図書館協力ウェブサイト上で

市町村立図書館等へ配布   

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配布 

加入機関115 

（館・機関・県立） 

対象冊数410,363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 

              （168部/回） 
熊谷 

図書館協力担当者会 

(全県対象) 

   第1回（ 6月17日） 

   第2回（12月9日） 

・「図書館協力ハンドブック」について 

・相互貸借における諸注意とお願いについて 他 

市町村立図書館担当者等 

        (87人参加) 

      (71人参加) 

熊谷 

相互貸借初任者説明会   

               （7月5日） 

初めて相互貸借業務を担当する図書館職員及

び公民館図書室等担当者を対象に実務説明を午

前午後同内容で実施 

講師：県立熊谷図書館職員 

内容：「相互貸借業務について」 

      （午前20人参加） 

             （午後26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 
3町（10か所）に配本所を設置 熊谷 

公民館図書室等実務担当者

会 

        （7月5日） 

公民館図書室等担当者を対象に実務研修、運営

相談を実施、｢配本ハンドブック2016年版｣を配布 
                   （3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 

｢新任職員研修会｣ 

 （5月12日・5月26日） 

講義 「新しく図書館職員となった方へ」ほか 

   乙骨敏夫氏（前県立熊谷図書館長）ほか 

県内公共図書館新任職

員   (延べ207人) 
熊谷 

｢埼玉県図書館協会 

 総会記念講演｣  

 （6月10日） 

講演 「ビジョナリー・ライブラリーをつくる 

           ―社会システムとしての図書館のチカラ―」 

   石川敬史氏（十文字学園女子大学准教授） 

埼玉県図書館協会加盟

館職員・図書館協議会

委員等   （58人） 

熊谷 

｢公共図書館等職員 

 研修会｣ 

  （6月24日・1月27日） 

第1回    「図書館サービスと著作権」 

     長谷川清氏（さいたま市立中央図書館） 

第2回   「図書館利用者へのサービス向上を目指して               

             ―心の病を持つ方への対応を学ぶ― PART3」 

     菊池礼子氏（臨床心理士） 

県内公共図書館等職

員及び高校図書館担

当者     （68人） 

       （71人） 

熊谷 

｢障害者サービス研修会｣ 

 （6月28日・11月22日） 

第1回 「川越市立図書館の障害者サービス」ほか 

第2回  「調布市立図書館で実施している障害者サービス」「障害者

差別解消法と図書館の具体的サービス」ほか 

県内公共図書館職員等 

      (延べ62人） 
久喜 

｢児童サービス研修会｣ 

 （7月6日～3月1日） 

 分科会：年5回 

 全体研修会：年2回 

分科会（児童サービス入門、図書の評価とブックトーク、おはなし会、 

    乳幼児サービス）） 

全体研修会 「はじめての集会行事‐図書館に親しんでもらうために-」 

      新山順子氏（国立国会図書館国際子ども図書館） 

      「児童書に関する調べ方」 

      見形宗子氏（相模女子大学非常勤講師） 

県内公共図書館等児

童サービス担当者 

      (延べ505人) 

久喜 

｢地域資料研修会｣ 

 （7月8日･10月28日） 

第1回 「デジタルアーカイブ講座（基本編）」 

    谷口知司氏（(一社)デジタル情報記録管理協会会長） 

第2回 「地域に貢献できる図書館サービスを考える」 

伊東直登氏（松本大学松商短期大学部教授） 

県内公共図書館地域

資料担当者 

        (延べ58人) 

熊谷 

｢学校図書館研究大会｣  

 （7月29日） 

全体会 「障害者差別解消法の施行と学校図書館」 

    野口武悟氏（専修大学教授） 

講演会 「アクティブ・ラーニングと学校図書館」 

    村山正子氏（東京学芸大学非常勤講師） 

分科会 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

学校図書館担当者等 

      （160人） 
熊谷 

｢参考調査研修会｣ 

 （9月16日～2月23日） 

 分科会：年3回 

 全体研修会：年1回 

2分科会（レファレンス入門、レファレンス事例・資料研究） 

全体研修会 「基礎から学ぶ『法情報の調べ方』」 

      藤井康子氏（平成大学図書館課長、筑波大学講師） 

県内公共図書館参考調

査担当者等  

 (延べ210人） 

熊谷 

「外国語資料研修会」 

 （10月6日） 

講義・演習 「『やさしい日本語』の作り方」 

      県民生活部国際課職員ほか 

県内公共図書館担当者

等     （18人） 
熊谷 

｢中級職員研修会｣ 

 （10月13日・10月27日・ 

  11月17日・11月24日） 

講義・演習 「図書館員のためのファシリテーション入門」 ほか 

      北村志麻氏（墨田区ひきふね図書館パートナーズ）ほか 

県内公立図書館中堅職

員      (延べ70人) 
熊谷 

｢図書館と県民の 

 つどい埼玉2016｣ 

 （12月18日） 

記念講演 「それでもやっぱり小説は面白い！僕が好きなとっておき 

     の本について語ろう」 

     石田衣良氏（作家） 

分科会  子供の読書関係3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     

（延べ1,479人） 

熊谷 

 


