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平成２９年度市町村立図書館等支援のための事業実施状況 

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

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8,314件を一般公開 

レ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466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161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118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(47,925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(6,492名11,948件) 
図書館協力ウェブサイトに掲載 熊谷 

障害者サービス用資料目録 2017年 

埼玉県立図書館が平成29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  

(692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 障害者サービ

ス用図書情報 

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29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 

埼玉県の障害者サービス実態調査 

 2017 

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 

仕事に役立つリサーチガイド＠ 

埼玉 

仕事に役立つ情報の調べ方のポイントやおすす

めの図書、商用データベース、インターネットサ

イトなどを紹介 

市町村立図書館、商工会議所・商工

会等へ配布 
熊谷 

調べるって楽しい！－探究的な学

習はじめの一歩－ 

小・中学校で探究的な学習を始めようとしている

方に向けたガイドブック 

小・中学校、市町村立図書館等へ配

布 
久喜 

健康・医療情報リサーチガイド＠

埼玉 改訂版 

健康・医療情報の探し方や、テーマごとのおすす

め図書やウェブサイトを紹介 

市町村立図書館に冊子配布と県立

図書館の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：42,925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 

2017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233万タイトルを収録 

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425,981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(地域館を含む)

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16日) 

   第2回(12月 8日) 

・「図書館協力ハンドブック」について 

・相互貸借の途中下車資料について 他 

市町村立図書館担当者等 

        (86人参加) 

      (72人参加) 

熊谷 

相互貸借初任者説明会   

              (7月13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13人参加) 

             (午後18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13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2017年版｣を配布 
         (3人参加) 熊谷 
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研修事業 

事 業 名 概    要 
対象 

(参加人数) 

主担

当館 

新任職員研修会 

 (5月11日・5月25日) 

講義 「新しく図書館職員となった方へ」ほか 

    大串夏身氏(昭和女子大学名誉教授)ほか 

県内公共図書館新任

職員 (延べ201人) 
熊谷 

埼玉県図書館協会総会記念

講演  

 (6月9日) 

講演 「図書館におけるデジタルアーカイブ：知の共有と活用をめざして」 

      若松昭子氏(聖学院大学名誉教授) 

埼玉県図書館協会加

盟館職員・図書館協議

会委員等(49人) 

熊谷 

公共図書館等職員 

研修会 

 (6月23日・1月26日) 

第1回 「図書館における様々なハンディキャップを持った方々への対応」           

      結城俊也氏(専門理学療法士・介護支援専門員) 

第2回 「デジタルアーカイブと図書館の可能性」 

      田山健二氏(TRC-ADEAC株式会社 代表取締役社長) 

県内公共図書館等職

員及び高校図書館担

当者 

(延べ136人) 

熊谷 

障害者サービス研修会 

 (6月6日・11月15日) 

第1回 「障害者サービスの理念と基本的なサービス」ほか 

第2回 「やさしく読みやすい利用案内の作成方法」ほか 

県内公共図書館職員

等 (延べ76人) 
久喜 

児童サービス研修会 

 (7月5日～2月28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 「はじめてのブックトーク」青木淳子氏(元小学校図書館司書) 

      「困難な時代の明日」森川成美氏(『アサギをよぶ声』著者) 

県内公共図書館等児

童サービス担当者 

(延べ461人) 

久喜 

学校図書館研究大会  

 (7月28日) 

全体会・講演会・分科会 

全体会 「学校で行うビブリオバトル」 

    木下通子氏(埼玉県立春日部女子高等学校 主任司書) 

講演会 「ファンタジーとリアルのあいだ」戸森しるこ氏(児童文学作家) 

学校図書館担当者等

 (110人) 
熊谷 

参考調査研修会 

 (9月22日～2月22日) 

 分科会：各3回 

 全体研修会：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 「国立国会図書館のレファレンス・サービス」 

     小林芳幸氏 

     (国立国会図書館利用者サービス部サービス企画課情報サービス企画係長) 

県内公共図書館参考

調査担当者等  

 (延べ181人) 

熊谷 

地域資料研修会 

 (10月19日･2月16日) 

第1回 ｢図書館と博物館の連携のあり方」柳戸信吾氏(飯能市立図書館館長)ほか   第2

回 ｢子ども向けの地域資料サービス」 

      渡部幹雄氏(和歌山大学教授・附属図書館館長) 

県内公共図書館地域

資料担当者  

(延べ58人) 

熊谷 

平成29年度関東・甲信越

静地区図書館地区別研修 

(11月28日～30日・12月1日) 

基調講演 「公共図書館は『第3の場』たりうるか」久野和子氏(神戸女子大学准教授) 

講義 「市民と創る成長する図書館」古瀬義孝氏(伊万里市民図書館 前館長) ほか 

関東甲信越静地区公

共図書館職員 

(117人) 

熊谷 

図書館と県民の 

  つどい埼玉2017 

 (12月17日) 

記念講演 「図書館とわたし」柚木麻子氏(作家) 

こども読書活動交流集会 

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1,999人) 

熊谷 

館長等研修会 

(1月24日) 

講演 「ハードクレーム対応について」 

      熊川俊充氏(熊川次男総合法律事務所 弁護士) 

県内公共図書館長等 

(51人) 
熊谷 

ビジネスライブラリアン

講習会埼玉版 

(10月27日・11月24日・ 

 12月11日・1月29日) 

第1回「図書館におけるビジネス支援サービス最前線」 

    竹内利明氏(ビジネス支援図書館推進協議会会長)ほか 

第2回「埼玉県内の経済・産業の現状と特色」 

    寺田幸弘氏(埼玉りそな産業経済振興財団専務理事)ほか 

第3回「海外ビジネス展開の情報源」 

    井野文子氏(ジェトロビジネスライブラリー職員)ほか 

第4回「県立図書館と市町村立図書館の役割分担 

    小林隆志氏(鳥取県立図書館支援協力課長)ほか 

県内公共図書館職員

等 

(22人) 

 

熊谷 

文書資料取扱講習会 

(2月1日) 

※県立文書館と共催 

講義 「紙資料の保存について」 

実技 「洋装本の修理」 

    文書館職員 ほか 

県内公共図書館職員

及び文化財・博物館職

員(21人) 

 

久喜 


