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１ 趣 旨 

図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第７条の規定に基づき実施するもので、情報化の

進展など図書館に関する最新のテーマや地域における課題等について研修を行い、図書

館における中堅の司書としての力量を高めることを目的とする。 

   

２ 主 催  文部科学省 富山県教育委員会 （共催 富山県図書館協会） 

 

３ 主 管  富山県立図書館 

   

４ 期 日  令和４年１１月１５日（火）～１１月１８日（金） 

 

５ 開催方法  

１１月１５日（火）・１６日（水） Ｚｏｏｍライブ配信 

  １１月１７日（木）・１８日（金） 集合開催（会場：富山県立図書館） 

＊１７日は集合開催ですが、「⑦講義」のみＺｏｏｍによる講義のため、 

Ｚｏｏｍライブ配信も行います。 

 

【オンデマンド配信について】 

  ・１５・１６日の講義および１７日の「⑦講義」は、研修日程終了後、３週間程度の 

Ｚｏｏｍオンデマンド配信（録画配信）を行います。ただしオンデマンド配信は講義 

部分のみとし、講師との質疑応答を含みません。 

・オンデマンド配信は、後日各県立図書館経由で地区内各図書館へ接続先ＵＲＬをお知

らせしますので、申込不要です。 

   

６ 会 場（１７日・１８日 集合開催会場）  

富山県立図書館 別館３階 多目的ホール（富山県富山市茶屋町２０６－３） 

 

７ 対 象 

（１）図書館法第２条に規定する図書館に勤務する司書で、勤務経験が概ね３年以上の者若

しくは研修テーマに関連する業務に従事している者。 

（２）その他、富山県教育委員会が上記と同等の職務を行うと認めた者。 
   

８ 定 員  各講義 Ｚｏｏｍライブ配信：７０名程度、 集合開催：５０名程度 

      ＊部分受講も可。定員以上の申込があった場合は調整します。 

   

９ 修了証書の交付 

研修日程のおおむね４／５以上を受講し、業務の改善提案・活用方法（研修内容、研修

成果を踏まえた提案等）について、受講後２週間以内にレポート（1,200 字程度）を提出

し、その内容が良好と認められた方に修了証書を授与します。希望の方は参加申込書の該

当欄にご記入ください。 

＊オンデマンド配信による受講も対象となりますが、オンデマンド視聴により終了証書を希望

される方は、事前のＺｏｏｍアカウント登録（無料）が必要です。手続きは該当の方へ別途お

知らせします。 

＊オンラインによる研修については、通信環境や使用機器等によっては予定どおり受講できな

い可能性があります。受講者側のトラブルのほか、主催者側の事情により受講できなかった

場合でも終了証書が発行されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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１０ 日 程 

１１月１５日（火）【Zoomライブ配信】 

13：30～13：50 

（20 分） 

開講式・オリエンテーション 

13：50～14：20 

（30 分） 

文部科学省説明 

 

～休憩 10 分～ 

14：30～16：30 

（120 分） 

 

①基調講演「図書館の現状と課題」 

講師：筑波大学図書館情報メディア系准教授 池内
いけうち

 淳
あつし

 氏 

現在の図書館をとりまく状況をふまえ、その課題を明らかにするととも

に、解決に向けた方策を検討します。 

 

 

１１月１６日（水）【Zoomライブ配信】 

10：00～12：00 

（120 分） 

 

②講義「図書館で地域が変わる、未来を拓く 

～図書館と地域のレジリエンス」 

講師：図書館と地域をむすぶ協議会チーフディレクター／編集工学

機動隊ＧＥＡＲ代表／慶應義塾大学非常勤講師 太田
お お た

 剛
つよし

 氏 

ＳＤＧｓに象徴されるように、世界は持続可能な社会づくりへと大きな

パラダイムチェンジの最中にあります。その潮流の中で、日本の図書館

に期待される役割が変化してきています。少子高齢化や気候変動など、

地域をとりまく環境がより厳しくなる中で、図書館が地域の未来につい

て果たせる役割とは？図書館と地域の“新しい関係の編集”に取り組ん

できた「図書館と地域をむすぶ協議会」の事例を紹介しながら、図書館

と地域のレジリエンスについて考えます。“レジリエンス”とは「回復力」

または「弾力性」とも訳され、様々なストレスに対応する柔軟性を示し

ます。逆境を前にした時の「折れ難さ」とも解されます。 

 

 ～休憩 60 分～ 

13：00～14：30 

    （90 分） 

 

③講義「公共図書館と学校図書館の連携～学校図書館を知ろう！～」 

  講師：白百合女子大学非常勤講師 中村
なかむら

 伸子
の ぶ こ

 氏 

子どもの読書活動を推進するうえで、公共図書館は学校図書館と、どの

ように連携していけばよいのかを考えます。今、教育の場として求めら

れている学校図書館の役割についても解説していきます。 

 

 ～休憩 15 分～ 

14：45～16：15 

    （90 分） 

 

④講義「災害と図書館」 

  講師：名取市図書館（宮城県）司書 加藤
か と う

 孔
よし

敬
たか

 氏 

近年の図書館の被災状況についての報告から、図書館における災害につ

いて再認識し、災害から利用者、職員、資料を守る方策を考えます。 
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１１月１７日（木）【集合開催】 受付 9:30～ 

10：00～11：00 

（60 分） 

対面講義・実技 

⑤講義・実技：図書館のバリアフリーⅠ 

「聞こえないってどんなこと？手話言語を知ってください」 

  講師：富山市手話サークルとわの会 

副会長（手話通訳士） 針山
はりやま

 和雄
か ず お

 氏 

          事務局長       菊池
き く ち

 友達
ともたつ

 氏 

聞こえる人にとって音は生活に無くてはならないものですね。 

音が聞こえない人にとっては手話言語が無くてはならないものです。ま

た、音の無い世界に生きている聞こえない人にとっては見ることが大事

になってきます。お話をする場合でも、口の動きや顔の表情も読み取り

ます。そんな事から聞こえない人の文化や世界が存在します。その事も

ぜひ知ってください。また、図書館シーンで活用する手話言語も学んで

ください。 

11：00～12：00 

（60 分） 

    対面講義 

 

⑥講義：図書館のバリアフリーⅡ 

「朗読から音訳へ―読書から情報保障まで―」 

  講師：声のライブラリー友の会（富山市） 

代表 土肥
ど い

 祐子
ゆ う こ

 氏 

富山市立図書館所蔵録音図書を製作するボランティアグループ「声のラ

イブラリー友の会」の活動を通して、録音図書とはどういったものか、

また製作過程を解説。音訳者、校正者と図書館との関わりを紹介します。 

＊事前に『日本点字図書館』ＨＰ＞日本点字図書館について＞視覚障害

者の読書環境＞「録音図書について」のページをご覧ください。 

https://www.nittento.or.jp/about/scene/recording.html 

 

 ～休憩 60 分～ 

13：00～14：00 

    （60 分） 

Zoom 講義 

（集合会場／ライブ配信） 

     

⑦講義：図書館のバリアフリーⅢ 

 「枚方市立中央図書館の障害者サービス」 

  講師：枚方市立中央図書館（大阪府）係長 服部
はっとり

 敦司
あ つ し

 氏 

枚方市立中央図書館で行っている、視覚や聴覚に障害のある方に対する

サービスを紹介し、図書館で実践できるバリアフリーについて考えます。 

 ～休憩 15 分～ 

14：15～15：15 

（60 分） 

対面講義 

⑧事例発表：話題の北陸の図書館Ⅰ 

 「『100 万回死んだねこ』発刊をめぐって 

―福井県立図書館レファレンスサービスの実践―」 

  講師：福井県立図書館主任 宮川
みやかわ

 陽子
よ う こ

 氏 

福井県立図書館は、令和 3 年 10 月に講談社から『100 万回死んだねこ―

覚え違いタイトル集』を発刊しました。発刊に至る経緯をたどりながら、

レファレンスサービスの課題について考えます。 

15：15～16：15 

（60 分） 

対面講義 

⑨事例発表：話題の北陸の図書館Ⅱ 

 「思いもよらない本との出会いや体験によって、人生の 1ページを

めくることができる場所 石川県立図書館」 

  講師：石川県立図書館利用推進課長 小石
こ い し

 宗明
むねあき

 氏 

手に取ることができる 30 万冊の本、思い思いに過ごせる 500 の閲覧席、

知的な活気にあふれる交流の場。7 月に開館した、様々な出会いに満ちた

石川県立図書館の魅力を紹介します。 
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 ～休憩 5 分～ 

16：20～17：00 

対面（40 分） 

⑩施設見学 

  富山県立図書館 見学 

   

 

１１月１８日（金）【集合開催】 受付 9:30～ 

10：00～12：00 

（120 分） 

対面講義 

⑪講義「国土地理院の地図の紹介」 

  講師：国土地理院北陸地方測量部 

地理空間情報管理官 相澤
あいざわ

 望
のぞみ

 氏 

測量課測量係    上村
かみむら

 海人
か い と

 氏 

測量から地図ができるまでをお話しし、昔の紙地図から最新の地図まで

紹介します。意外と知らない地図のつくり方や、地図の移り変わりにつ

いて学んでみませんか。 

 

12：00～12：10 

  対面（10 分） 

閉講式 

 

 

希望者のみ（各自現地へ移動） 

14：00～15：00 

  対面（60 分） 

⑫施設見学 

  富山市立図書館本館 見学 

2015 年、隈研吾氏の設計による複合施設「TOYAMA キラリ」内に移転 

開館。県産の杉材を使用し、吹抜けの天窓からの自然光を取り入れた建 

築となっている。 

 

１１ 参加申込 

（１）申込方法   

・Ｚｏｏｍライブ配信および集合開催 

別紙参加申込書により、FAX またはメールにてお申込みください。 

メールでお申込みの際は件名を「東海北陸地区別研修申込み」としてください。 

要項および申込書は当館ホームページにもアップしますのでご参照ください。 

・Ｚｏｏｍオンデマンド配信 

研修日程終了後、各県立図書館経由で地区内図書館へ接続先ＵＲＬをお知らせ 

しますので、申込不要です。 

 

（２）申込期限  令和４年１０月２５日（火） 

（３）申込・問合せ先  富山県立図書館 普及課（担当：温井、野畑） 

〒９３０－００１５ 富山市茶屋町２０６－３ 

            ＴＥＬ ０７６－４３６－０２２９ 

            ＦＡＸ ０７６－４３６－１８９１ 

メール  atoshokan@pref.toyama.lg.jp 

１２ その他 

（１）受講決定通知およびライブ配信接続情報について 

・お申込みの方には１１月７日（月）までに受講決定通知、およびライブ配信接続情報をご

連絡する予定です。これまでに連絡がない場合はお問合せください。 

・受講通知やライブ配信接続情報は申込書に記入されたメールアドレスあてに送付します。

複数名お申込みの場合は各館内で連絡をおとりください。視聴は各自のパソコンでも、1
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台のパソコンを複数で視聴でもかまいません。（ただしライブ配信は出欠確認のため申込

者のみ視聴としてください） 

（２）Ｚｏｏｍ接続環境について 

ライブ配信およびオンデマンド配信はＺｏｏｍを使用しますので、Ｚｏｏｍを使用できる

パソコン等情報端末が必要です。また、ライブ配信では質疑応答の時間を設ける予定です。

質問を希望する方はカメラ、マイク（内臓、外付け等）をご用意ください。 

（３）昼食について 

・１７日集合会場の富山県立図書館には、食堂はありません。徒歩圏内に飲食店が少ないた

め、昼食は持参をおすすめします。 

・１８日施設見学会場の富山市立図書館本館（ＴＯＹＡＭＡキラリ内）、および徒歩圏内に

は飲食店があります。 

 

 

会場案内 詳細は各館ＨＰをご覧ください 
 

＜１７日・１８日集合会場＞ 

富山県立図書館 （富山市茶屋町２０６－３） 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１８日施設見学＞ 

富山市立図書館本館 （富山市西町５番１号 ＴＯＹＡＭＡキラリ内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【富山駅から】 

・バス（富山地鉄バス） 

富山駅前発 ３番のりば 

高岡・小杉方面行き 

「呉羽山公園」下車 徒歩５分 

（富山駅からの所要時間 計約２０分） 

 

 

【富山駅から】 

・市電 

「西町」電停下車 徒歩１分 

「グランドプラザ前」電停下車 徒歩２分 

（富山駅からの所要時間 計約１５分） 

・徒歩 富山駅より徒歩２０分 

 

【富山県立図書館から 

直接富山市立図書館へ移動する場合】 

・バス（富山地鉄バス）R4.9.20 現在時刻表より 

 「県立図書館前」乗車 富山駅前行き 

 １２：５１ 
 

「呉羽山公園」乗車 富山駅前行き   

１２：２４ 

             １２：５３ 

 「城址公園前」下車徒歩１０分 

（富山県立図書館からの所要時間 計約２５分） 

 

 


