
 

全体テーマ：すべての住民に図書館サービスを  

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、滋賀県教育委員会 

 

3. 協力 

(公社 )日本図書館協会・全国公共図書館協議会・近畿公共図書館協議会  

 

4. 期日 

令和３年（2021 年）1月 27日（水） ～ 1月 29日（金） 

 

5. 会場 

コラボしが 21 ３階 大会議室 

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜２番１号 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により集合研修が実施できない場合は、オンラ

イン配信により実施します。（詳しくは 14.のとおり） 

 

6. 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 上記①と同等の職務を行うと滋賀県教育委員会が認めた者。 

 

7. 定員 

 100名 広い会場で感染拡大防止対策を講じて実施します。 

定員以上の申込があった場合は調整します。部分受講も可としますが、全日程受講

者を優先します。 

 

令 和 ２ 年 度 

図 書 館 地 区 別 研 修 （ 近 畿 地 区 ） 

開 催 要 項 



8. 参加費 

 無料 

 

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、研修成果（研修内容、研修成果を踏まえた

業務の改善提案・活用方法等）について、研修終了後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者に修了証書を交付します。 

 

10. 研修日程 

1日目 1/27(水)  2日目 1/28(木)  3日目 1/29(金)  

  9:30- 受付 9:30- 受付 

10:00- 受付 10:00-12:00 

講義２ 

10:00-12:00 

講義４ 

事例報告 

10:30-10:50 開講式 

10:50-11:30 行政説明 

11:30-12:30 休憩 

    12:00-13:00 休憩 12:00-13:00 休憩 

12:30-14:30 

基調講演 13:00-16:15 

講義３・ 

ワークショップ 

（休憩含む） 

13:00-14:30 

講義５ 

14:30-14:45 休憩 14:30-14:45 休憩 

14:45-16:15 

講義１ 

14:45-16:15 

講義６ 

    16:15- 閉講式 

 

11. 研修内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目 令和３年１月２７日（水）

12:30 講師 山口源治郎氏（東京学芸大学教育学部特任教授）

～ 内容：

14:30

14:45 講師 槙田直木氏（滋賀大学データサイエンス学部教授）

～ 内容：

16:15

基調講演 激変する現代社会と図書館の基軸

講義１ 統計データ処理の基本とサービス計画

　巨大災害、感染爆発など想像を超える厄災が襲いかかる現代社会にあって、
「図書館は人々にとってどのような存在か」「何をするところか」という根本的
な意味が問われている。講演では、こうした事態を踏まえ、「図書館の基本軸」
に立ち返り図書館の現代的課題を考える。

　図書館がサービス計画を考える際の前提として必要となる、公的統計から地域
社会を読み解くための基礎知識や、データ分析の基礎等について講義する。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２日目　令和３年１月２８日（木）

10:00 講師 原田敦史氏（堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター点字図書館館長）

～ 内容：

12:00

講義３

13:00 講師 庵功雄氏（一橋大学国際教育交流センター教授）
～

16:15

３日目　令和３年１月２９日（金）

講義４

講義　 心が豊かになる本を　困っている親子に

10:00 講師 上村文子氏（滋賀県スクールソーシャルワークスーパーバイザー）

～ 内容：

11:30

11:30 実践報告　図書館利用に困難を抱える子どもへのサービス

～ 報告者 奥村恭代氏（近江八幡市立図書館館長）　

12:00 伊藤亜希子氏（近江八幡市立図書館副主幹）

内容：

講義５ 超高齢社会の進展と図書館の高齢者サービス

13:00 講師 呑海沙織氏（筑波大学図書館情報メディア系教授・筑波大学附属図書館副館長）

～ 内容：

14:30

講義６ 生涯学習の拠点としての図書館の役割について

14:45 講師 神部純一氏（滋賀大学教育学部教授）

～ 内容：

16:15

　超高齢社会と言われる現代、高齢者の様態も多様化している。さまざまな高齢
者の様態に応じたサービスのあり方について講義する。

　人々が人生100年という長い期間を豊かに生きるために、個人の人生の充実と
社会の豊かさの実現を目指す生涯学習の拠点としての図書館の役割について考え
る。

内容：

　親による読み聞かせは、子どもの成長発達に欠かせない愛着形成の一助にな
り、幼少期の育みは、学童期思春期に影響を与える。ICT化の進む現代だからこ
そ、本を通した親子の絆の深まりの大切さについて学校不適応の子どもの支援者
として伝える。

「やさしい日本語」で図書館サービスを届ける

　困難を抱える子どもに対して、図書館はどのように本を届ければよいのか。来
館困難な地域の子どもを含む住民へのサービスを実践している近江八幡市立図書
館から、サービスの現状と課題を報告する。

（ワーク

ショップ

含む）

困難を抱える子どもへのサービスを考える

講義２ 読書バリアフリー法と図書館の役割

　図書館の障害者サービスについて、読書バリアフリー法と図書館の役割や各専
門機関との連携の実際を講義する。

　日本語を母語としない住民に対して求められる図書館サービスや、そのような
住民に対してわかりやすい言葉で発信する際の配慮について講義する。
　ワークショップでは、講義を受けて、図書館の利用についてわかりやすい日本
語での案内を作成する演習を行う。



12. 参加申込 

① 申込方法  

滋賀県ホームページ「しがネット受付サービス」の「令和２年度文部科学省図書館

地区別研修（近畿地区）参加申込」のページより、必要事項を入力して申し込んでく

ださい。メール・ＦＡＸでの受付は行いません。 

申込先ＵＲＬ 

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8792 

 

申込先ＱＲコード 

 

 

 

 

② 申込期限 令和 2年 12月 16日（水）まで 

③ 障害等による配慮が必要な場合は、申込時にご相談ください。 

 

13.ワークショップの事前準備 

 １月 28 日(木)の講義３「やさしい日本語で図書館サービスを届ける」においては、

実際にやさしい日本語で利用案内等を作成する演習をしますので、自館の利用案内や

館内掲示など、演習の題材を持参してください。 

 

14.新型コロナウイルス感染拡大への対応について 

 ①新型コロナウイルス感染拡大により、集合研修が実施できない場合には、ウェブ会議

システム ZOOM を利用してオンライン配信（または併用）により実施します。その場

合は、各参加者にメールでご連絡しますので、参加申込の際には、必ずメールアドレ

スをご記入ください。 

なお回線不調等の理由で受講不能となった場合は、出席扱いとならず、修了要件を

満たさない場合がありますのでご了承ください。 

 ②集合研修実施の可否の最終判断は、１月上旬に行ないます。集合研修が実施できない

場合のみ、メールでオンライン開催の詳細を連絡します。なおオンライン開催になっ

た場合は、事前に、接続のテストを実施します。 

 ③新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、「コロナとのつきあい方滋賀プラ

ン」に準じて行います。 

 

15.非常変災時における対応について 

 ①研修当日に非常変災が発生した場合もしくは特別警報が発令されている場合は、延期

あるいは中止します。中止する場合のみ、滋賀県立図書館ウェブサイトトップページ

「図書館からのお知らせ」に朝 7:00に掲示しますので、各自確認してください。 

 ②研修開催中に非常変災が発生した場合は、適切な避難誘導につとめます。 



 

16.その他 

①昼食はコラボしが 21 内レストランまたは会場付近で各自お取りください。また昼食

ご持参の方は会場内でお取りいただくこともできます。（ごみはお持ち帰り下さい。） 

②コラボしが 21には駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。 

③宿泊の斡旋は行いません。 

 

17.問い合わせ先 

滋賀県立図書館 （担当：脇坂・中嶋） 

〒520-2122 大津市瀬田南大萱町 1740-1 

TEL 077-548-9691 

FAX 077-548-9790 

E-MAIL toshokan@shiga-pref-library.jp 

 

18.会場へのアクセス 

●JR琵琶湖線（JR東海道本線）「膳所」駅（※普通電車のみ停車）より 

 徒歩約 15分 または 京阪電鉄「石場」駅下車徒歩約３分 

 

●JR琵琶湖線（JR東海道本線）「大津」駅（※新快速停車）より 

 徒歩約 20分 または 近江鉄道バス・京阪バス「商工会議所前」下車徒歩約３分 

 ※バスの本数は少ないので、ご注意ください。 

 


