大分県立図書館で
大分県立図書館で
こんなことも
こんなことも
しています！
しています！
（ 平成28年度事業概要
（ 平成28年度 ） ）
読書活動の推進
子ども室行事（おはなし会等）
【読み聞かせ広場】
○毎週日曜日 10:30～11:30
○内容：こども室マットコーナーでボランティアによる読み聞かせ
【おはなし会】
①「おはなし会２・３・４」 毎月第1水曜日 11:00～11:20
＜対象＞2～4才児 ＜内容＞職員によるわらべうたや読み聞かせ
②「おはなし会」 第3を除く土曜日 11:00～12:00
＜対象＞幼児・小学生 ＜内容＞読み聞かせなど
③「小学生のためのおはなし会」 毎月第3土曜日 14:00～15:00
＜対象＞小学生 ＜内容＞ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ
④「大人のためのおはなし会」 10:00～概ね1時間
6/14（火）、9/13（火）、12/13（火）、3/14（火） 4回
＜対象＞大人 ＜内容＞ストーリーテリングのおはなし会
⑤「季節のおはなし会」 幼児 11:00～ 、幼児・小学生 14:00～
5/8（日） 、12/11（日）、2/26（日）
＜内容＞読み聞かせ・紙芝居・ストーリーテリングなど
⑥「秋のおはなし会」等
＜内容＞職員による読み聞かせ・おはなし等
⑦「赤ちゃんのためのおはなし会」 前期・後期の２期開催（各5回）
＜対象＞0才児、1～２才児の２種開催
＜内容＞わらべうた、赤ちゃん絵本の読み聞かせ
※各期初回以外の回をプレママ・プレパパ参加会に設定
【おみやげわらべうた】
○毎月第1水曜日11:20～11:30
○対象：2～4才児・保護者
○内容：職員によるわらべうたや本の紹介
【科学あそびの会】
○「牛乳パックでマジックキューブをつくろう」 7/28（木） 10:00～
○「牛乳パックカメラを作って写真を撮ろう」 8/2（火） 10:00～
○対象：小・中学生 ○内容：科学読み物の読み聞かせと科学あそび
【夏休み子ども室行事】
○夏のゆうぐれのおはなし会 8/9（火）
＜対象＞小学生
＜内容＞職員の読み聞かせ・おはなし等

読書週間行事
【春の読書週間行事】 (4/23～5/12 地震のため4/23～25は中止)
紙芝居のひろば 科学あそびのひろば
アニメ上映会
おすすめ本掲示（こいのぼり）、毎日一話よみきかせ会等

【秋の読書週間行事】 (10/27～11/9)

映画上映会
【アニメ映画上映会】 幼児及び小学生を対象にアニメ映画を上映
○祝日及び夏休み・読書週間中の日曜日
【名作映画上映会】 成人を対象に上映 秋の読書週間等

宅配サービス
○児童書・育児書セット宅配
○高齢者向け大活字本宅配

○障がい者向け希望図書宅配
○県立病院院内学級セット貸出

広報・情報提供等
＜新聞・広報誌等への情報提供＞
○「創造おおおいた」
・連携先：大分県産業創造機構 毎月（ビジネス書新刊を紹介）
○「豊の国雇用おおいた」
・連携先：大分県総合雇用推進協会 年２回（県立図書館の案内）
○子ども読書関係情報
・大分合同新聞・ﾜｲﾔｰﾏﾏ､ｸﾙｰﾙ､ 教育だよりおおいた等で広報

H28.10月末現在

県民・地域の課題解決の支援
子ども読書関係事業

【子ども読書活動支援事業】
【子ども読書活動支援事業】

○「子ども読書支援センター」の運営
○「子ども読書支援センター」の運営
○市町村や団体等への子ども読書推進員の紹介
○市町村や団体等への子ども読書推進員の紹介
○読み聞かせグループの調査、情報提供
○読み聞かせグループの調査、情報提供
○あらゆる環境にある子どもの読書支援（矯正施設、児童福祉施設等）

【児童サービス専門講座】
【児童サービス専門講座】

○対象：市町村立図書館児童サービス担当 概要：年2回×3カ年
○対象：市町村立図書館児童サービス担当 概要：年2回×3カ年
○第1回 6/20(月)
第2回 1月（予定）
○第1回 6/20(月)
第2回 1/16(月)

【子どもと本をつなぐ人のための講座】
【子どもと本をつなぐ人のための講座】
○○
『子どもと本をつなぐ人のための研修会
～10代に向き合う
』 』清水
眞砂子 氏
『子どもと本をつなぐ人のための研修会
～10代に向き合う
清水眞砂子
氏
第1回
8/27(土)
第1回 8/26(金)
8/26(金) 第2回第2回
8/27(土)
第3・4回 12/3(土) 第5回 12/4（日)
第3・4回 12/3(土)
第5回 12/4（日)
○『子どもを資料！子育て講演会』
○『子どもを知ろう！子育て講演会』
(前期）6/28（火）
①「わらべうた体験講座」
藤原浩子氏
(前期）6/28（火）
①「わらべうた体験講座」
藤原
浩子氏
②「乳幼児と本との出会い講座」
高橋伸子氏
②「乳幼児と本との出会い講座」
高橋伸子氏
（後期）10/29（土）「大人になれない子どもたち～メディアの光と影～」
田澤雄作氏 ※託児あり
（後期）10/29（土）「大人になれない子どもたち～メディアの光と影～
」
田澤 雄作氏 ※託児あり

学校への支援

公 開 講 座
【調べ学習講座】 7/27(水)
7/27(水)
調べ学習のテーマ設定と、調べる方法や内容について学ぶ。
【ストーリーテリング入門講座】
【ストーリーテリング入門講座】9/23（金）,10/7（金）,11/4（金）,11/18（金）
ストーリーテリングの理論と技法・選書等を学ぶ。4回連続。
ストーリーテリングの理論と技法・選書等を学ぶ。4回連続
【古典の日推進講座】
【古典の日推進講座】
古典の日の制定をうけ、古典の推進に係る講演や事例発表等を行う。
古典の日の制定をうけ、県民が古典に親しむ機会を提供する。
第1回「漢詩人としての広瀬淡窓」 深町 浩一郎 氏 6/4(土）
第1回「漢詩人としての広瀬淡窓」
第2回「命・愛・生きる～素顔が見え、体温を感じる古典～
深町 浩一郎 氏 6/4(土）
」芝尾仁 氏 7/16（土）
第2回「命・愛・生きる～素顔が見え、体温を感じる古典～森
」芝尾
仁氏
第3回「民俗芸能『神楽』の歴史と魅力」
誠一
氏 7/15（土）
8/7(日）
第3回「民俗芸能『神楽』の歴史と魅力」 森 誠一
8/7(日）
第4回「古典芸能『落語』の歴史と魅力」
中山 氏和充
氏 10月
第4回「古典芸能『落語』の歴史と魅力」
邦夫 氏 10/15（土）
第5回「六郷満山文化」
寺田 豪淳宮明
氏 1月21日（土）
第5回「六郷満山文化」 寺田 豪淳 氏 1/21（土）
第6回「未定」 佐藤 県立図書館副館長兼サービス課長 2月25日（土）
第6回「一滴の油～未来を拓く～」
佐藤 香代 県立図書館副館長 2/25（土）
【（仮）文語の苑シンポジウム】 11/20（日） 豊の国で古語・文語に親しむ。

地域人材育成に向けた研修・講座

スクールサービスデイ
休館日に、県内の児童生徒に開放して調べ学習を体験させ、学校・地域
休館日に、県内の児童生徒に開放して調べ学習を体験させ、学校・地
の図書館活用教育の推進につなげる。
域の図書館活用教育の推進につなげる。
○対象：小学校(第3～6学年)、中学校、高等学校の児童生徒（国公私立）
（学校、学年、学級単位）
（学校、学年、学級単位）

不登校対策支援
県教育センターと連携し、適応指導教室「ポランの広場」に通う児童・生徒を対
○県教育センターとの連携事業
象に、県立図書館の機能、環境を活用して、早期学校復帰を支援する。
県教育センター適応指導教室「ポランの広場」に通う児童・生徒を対象に、
○実施回数：月1～2回実施（年間10回予定）
県立図書館の機能、環境を活用して、早期学校復帰を支援する。

（新）不登校児童・生徒図書館等活用推進事業
上記の取組を市町村にも拡大するため、市町村の教育支援センターが市町
○市町村支援事業
：（新）不登校児童・生徒図書館等活用推進事業
村立図書館を活用し、不登校児童・生徒の早期の学校復帰を図る取組を支
上記の取組を市町村にも拡大するため、市町村の教育支援センターが市町
援する。
村立図書館を活用し、不登校児童・生徒の早期の学校復帰を図る取組を支

○支援対象（H28)：豊後高田市、別府市、国東市、津久見市、佐伯市、竹田市、日田市
援する。
○支援内容：取組の企画・実施における指導・助言
・支援対象（H28)：豊後高田市、別府市、国東市、津久見市、佐伯市、竹田市、日田市
・支援内容：取組の企画・実施における指導・助言

大分県図書館大会

公共図書館と学校図書館相互の連携強化と職員のスキルアップにより、
図書館サービスの向上と読書活動の推進を図るとともに、地域・学校に貢
公共図書館と学校図書館相互の連携強化と職員のスキルアップにより、
献する図書館づくりに取り組むことを目的に開催する。
図書館サービスの向上と読書活動の推進を図るとともに、地域・学校に貢献
○9/5(月) 10:00～16:00
する図書館づくりに取り組むことを目的に開催する。
○概要：表彰、記念講演、「図書館総合展」
○9/5(月) 10:00～16:00 午前行事は台風のため中止
※大分県公共図書館等連絡協議会・大分県立図書館、大分県学校図書
○概要：表彰、記念講演、午後、「図書館総合展」を同時開催
館協議会 による共催。今年度は「図書館総合展」を同時開催。
※県公共図書館等協議会・県立図書館、県学校図書館協議会の共催

第1回【ラグビーの魅力を探る】 島田 義生 氏 4/16（土）

熊本・大分地震のため中止
第2回【地方創生時代を切り拓く大分県からの挑戦】
広瀬 勝貞 氏

6/18（土）

第3回【地方自治、地方行政は、いま！】 石川 公一 氏 8/27（土）
第4回【歴史研究の方法について】
豊田 寛三 氏 11/12（土）
第5回【地方からｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに活躍する中小企業に学ぶ】
岡田 清 氏
12/10（土）
第6回【日本の経済問題を経済学から読み解く】
五十嵐 副夫 氏 2/18（土）

相談会･セミナー等(行政･民間団体との連携事業)
【文化・文学関係】
○シンポジウム「豊の国と古典・文語」～広瀬淡窓を中心として～
<連携先> ＮＰＯ法人 文語の苑 11/20（日）

（新）地域教育力パワーアップ事業
高齢化や人口減少、貧困問題などの新たな社会問題が発生している中、地域の
抱える課題解決に向けて、地域住民や各種団体のつながりを再構築し、地域の教
育力を向上させるための人材育成や団体連携に資する学習機会を提供する。
①「協育」ネットワーク支援
○支援対象（H28）：大分教育・別府教育事務所管内の9市町村
②団体活動支援
○支援対象（H28）：中津市、日出町、由布市、豊後大野市、日田市、玖珠町

職場体験･インターンシップ･見学
学校の体験学習を支援し、図書館サービスの広報・普及を図る。
○職場体験実習 （対象） 中学生
○インターンシップ （対象） 高校生（特別支援学校含む）
高校生、大学生
、大学生
○図書館見学
（対象） 保育・幼稚園児～社会人

公開講座（放送大学共催）
公開講座（放送大学共催）

市町村立図書館への支援
市町村立図書館等職員研修会
県内の市町村立図書館等におけるサービス向上を図るための研修
○第１回
○第１回 「初任者研修会」
「初任者研修会」 5/16（月）
5/16（月）
○第２回
○第２回 「日出町立図書館見学」「図書館員のためのPR講座」
「日出町立図書館見学」「図書館員のためのPR講座」
7/4（月）
7/4（月）
○第３回
○第３回 「(兼)文化講演会」
「(兼)文化講演会」
「冷泉家八百年の『守る力』」10/30（日）
テーマ、日程未定
○第４回
○第４回 「「県外視察研修」
県外視察研修」
小郡市立図書館（福岡県）
日程未定
11/21（月）
○第５回
○第５回 「「利用者とのコミュニケーション」
利用者とのコミュニケーション」 12/19（月）
12/19（月）
○第６回
○第６回 「レファレンス研修」「郷土情報資料部門情報交換会」
「レファレンス研修」「郷土情報資料部門情報交換会」
3月 3月
◆「九州・沖縄地区
○第７回
館長研修図書館＆がん相談支援センター連携ワークショップ」
講師 渡部 幹雄 氏 12/12（月）
※日程未定

司書派遣・巡回相談業務
市町村立図書館支援のため、県立図書館司書等を派遣する。また、要
請に応じて県立図書館において、実習研修を行う。
○司書派遣研修
・各館の状況に応じて研修内容を決定し、申請 （3館にて研修）
図書館業務全般について（読み聞かせ、レファレンス、選書等）
○実習研修
・県立図書館設定の実習プログラムから 選択（県立図書館で受講）
レファレンス実習、郷土資料データ作成実習 他

ＯＬＩＢ（協力貸出システム）のサービス
◆市町村立図書館（中央館）を通じて、県民が県内のどこからでも県立図書
館の資料を貸出・返却できるように、県費で宅配を実施
◆私立を含めた県内全学校（小・中・高・短大・大学）にまで拡大
（登録校数） 小学校 145校
中学校 58校
高等学校（特別支援学校含む） 49校
その他 3施設（県立病院、大分少年鑑別所、APU）

【ビジネス関係】
○経営無料相談会
<連携先>県中小企業診断士協会・日本政策金融公庫
毎月第2日曜日（8月のみ第1日曜日） 13:30～16:30
○大分県よろず支援拠点土曜日出張セミナー・相談会
<連携先>大分県よろず支援拠点
毎月第1・2･3土曜日 10:00～16:00
○就職セミナー
<連携先>ジョブカフェおおいた
年5回 6/30（木）、7/21（木）、8/19（金）、11/1（火）、2月
○国際ビジネス支援セミナー
<連携先>ジェトロ大分 12/8（木）
「米大統領選挙結果と新政権の経済・通商政策、今後の日米関係」
○ハローワーク大分求人票の提供
※毎週更新
【医療・健康関係】
○健康無料相談会「１日まちの保健室」
<連携先>大分県看護協会
年2回：5/22（日）、11/13（日）
○がん相談
<連携先>大分県がん診療連携協議会 情報提供・相談支援専門部会
「一日まちの保健室」とセット開催
○緩和ケア講演会 8/20（土）
<連携先>大分大学医学部附属病院緩和ケアセンター・がん相談支援センター
○九州地区 図書館＆がん相談支援センター連携ワークショップ 11/28（月）

【法律関係】
○法律セミナー <連携先>法テラス 年2回：10/1（土）、1/14（土）
○法律無料相談会
<連携先>法テラス 10/1（土）
○無料相談会 <連携先>大分公証人合同役場 10/26（水）、12/4（日）
【子ども科学関係】
○子どもの科学実験室「水のふしぎ」
<連携先> 大分県薬剤師会検査センター
8/7（日）
○宇宙教室（JAXAコズミックカレッジ）
<連携先> ＪＡＸＡ 8/11（木）、8/21（日）オーラボ連携、 11/6（日）
【パネル展示】
○「緑のカーテン写真パネル展」（うつくし作戦推進課） 6月
○「ＪＩＣＡパネル展」（ＪＩＣＡ） 4月・10月
○「大分県産業科学技術センターパネル展」 8月
○「県立美術館パネル展」（県立美術館） 通年・11月
○大分トリニータパネル展」（大分トリニータ） 11月

