
大阪府立中之島図書館 スキルアップ研修 「府域図書館を学ぼう！」アンケート結果 

 

日時：平成 24年 12月 18日（火） 14：00～17：00 

場所：中之島図書館 3階 文芸ホール 

 

事例発表 

① 図書館を使った調べる学習コンクール 

   大阪狭山市立図書館 住本 和美さん 

 

② 中部９市・大阪市 図書館の広域相互利用について 

河内長野市立図書館 楠本 美津子さん 

 

③ 知的書評合戦ビブリオバトル in さかい 

堺市立中央図書館 小塚 礼子さん 

 

④ 大阪府立図書館の政策立案支援サービス（Ｐ-サポート）の現状と満足度調査について 

大阪府立中央図書館 木下 厚美さん 

 

⑤ 図書館からスタジアムへ スタジアムから図書館へ～ガンバ大阪との連携事業について～ 

吹田市立千里図書館北千里分室 谷口 恵子さん 

 

⑥ 北摂アーカイブスについて 

豊中市立岡町図書館 西口 光夫さん 

 

⑦ 箕面市立図書館の新しいサービスについて 

⑧ 箕面・世界子どもの本アカデミー賞について 

箕面市立中央図書館 大迫 美恵子さん 

 

⑨ 「三方よし」のコラボイベント＜みんなで選ぶ社史グランプリ～東西図書館投票～＞ 

大阪府立中之島図書館 安達 明子 

     

質疑・応答 

閉会のご挨拶 

 

 

 

 

  



＜アンケート集計＞ 

◎セミナー参加者数等
　●事前申込者数 45名
　●参加者数　40名＋職員14名＋ＴＲＣスタッフ1名（合計55名）
　●アンケート回答者数 32名　（アンケート回収率58％）

１．本日の研修についてお尋ねします

①本日の研修の内容は

大変参考になった 23 人

参考になった 8 人

どちらともいえない 1 人

無回答 0 人

②時間について

長かった 5 人

丁度よかった 21 人

短かった 3 人

無回答 3 人

２．貴館についてお尋ねします

①貴館の館種は

府内公共図書館 28 人

専門図書館 0 人

府立図書館 3 人

その他 1 人

無回答 0 人

②貴館での他機関のとの連携状況をご教示
ください

現在、他機関との連携を行っている
(内容を簡単にご教示ください※)

17 人

現在、他機関との連携は行っていない 7 人

現在、連携は行っていないが、将来他
機関等との連携を考えている 2 人

無回答 6 人
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※現在、他機関等と行っている連携として回答された事例 

 

・教育委員会と連携 （大阪狭山市） 

 

 ・子育て支援センターとの連携。年 3～4回、「赤ちゃんと絵本」というテーマでお話をしに行く 

（岸和田市） 

 

・行政、住民、保・幼・小・中学校、大学、商工会との連携  （熊取町） 

 

・吹田市国際交流協会と外国語のお話会開催など  （吹田市） 

 

 ・ブックスタート 

 ・豊中病院の認定看護師の方を講師に招き、医療健康情報関連のミニ講演会 

 ・市の産業フェアに図書館のビジネス就労サービスについてブース出典 

 ・子ども読書関係の取り組みを市民・学校・園・関係部局と連携  （以上、豊中市） 

                                           

・10市との広域相互利用 

・保健センターとの 4 ヶ月検診時のブックスタート事業 

・市内市立小学校の新一年生への図書館オリエンテーション 

・学校図書館への貸出 

・市本庁各部署への資料貸出  （以上、富田林市） 

 

・市内短期大学学生の手作り絵本の展示  （藤井寺市） 

 

・中部 9市 大阪市の広域相互利用 

・団体貸出（小学校）の宅配  （以上、松原市） 

 

 ・議会図書室との連携  （大阪府） 

 

・府立中央図書館と連携した「授業づくり」の研修  （大阪府教育センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 



特に参考になった説明、今回の研修についてなど感想を自由にお書きください。 

 

・「図書館を使った調べる学習コンクール」は、『あうる』で興味深く見ていたので参考になりまし

た。「ビブリオバトル」は、ヘビーユーザーの利用者の反応が良さそうだと思い、こちらも興味深

かったです。 

・貸出、返却、予約受取りの自動化。市民参加型イベントの開催。若い世代に参加してもらうの

は難しいので、色々参考になった。地域の特産、名物などとコラボして図書館利用につなげる

のは参考になった。 

・近くの堺市立図書館の「ビブリオバトル in さかい」等、地域の人が図書館に興味を持ってくれ、

足を運んでくれる様な取り組みが参考になり、我が図書館でもやってみたいと思いました。また、

箕面の新しいサービス等、当館にとっては夢のような話で羨ましかったです。全体に日頃の業

務に追われるだけではなく、立案・企画し、他館と協力し、作り上げ、形にしていくのをお聞きで

き、素晴らしいと思いました。 

・「北摂アーカイブス」、箕面市立図書館が参考になった。資料の貸借等、一館で全ての情報を

収集するのは無理なので、図書館の連携は不可欠。それに加え、それ以外の連携（ガンバ大

阪など）が行われていたので、大変参考になりました。“ICタグ”も新しいシステムなので参考に

なりました。 

・少し内容が多かったのでは？個々の発表でもう少し聞きたいなという事もありました。広域連

携だと 15-20 分で話すことも丁度でしたが、事業紹介だと短いのではないでしょうか。府内の

様々な事例が聞けたことには大変有り難く思っておりますので、これからも“府域図書館を学ぼ

う！”は続けてください（もう少し、少ない事例で・・・）。 

・「社史グランプリ」。地域資料で埋もれがちで利用の少ない資料も見方を変えるだけで、新たな

価値が生まれることを学べました。 

・図書室でカウンターに質問などがよくあります。ちょっとした起業をしたいとか、古民家に住み

たいとかです。このような情報を図書室が中心となって、住民のために情報を差し上げるという

ことになると良いなあーと思いました。今回の話、本当に参考になりました。 

・府立中央図書館の「P-サポート」、中之島図書館の「社史グランプリ」の話がとても興味深かっ

たです。 

・他の図書館との連携による「社史グランプリ」に興味を覚えて、他の企業にも声をかけることが

重要であると考えています。 

・全てとても参考になったが、「北摂アーカイブス」（豊中市）、「図書館を使った調べる学習コンク

ール」（大阪狭山市）がとても興味を持って聞くことができた。「社史グランプリ」も（東西）の架け

橋で素晴らしいと思いました。多方面の各図書館の取り組みを知ることができ、このような機会

を与えていただき感謝しております。ありがとうございました。図書館体操は、是非見てみたい

し、やってみたいと思いました。 

・様々な機関との連携の難しさ、大切さを学ぶことができ、次何をするべきか、何かしたいと思わ

せてくれる研修だった。 

・「書評合戦」、「ガンバ大阪との連携」。 



・③の「ビブリオバトル」は、とても興味があります。ネット上などでは、読書メーターなどがありま

すが、実際に生の意見が交換され、その場が図書館であることがとても重要なことだと思いま

す。また、地域の企業さんとの協力も形を変えて展開できる事もあると思います。当館に持ち

帰り、伝えたいと思います。他館の方々が行われている事を今後とも共有できれば、とても貴

重な情報となります。また、直接お話しが伺えることも大切だと思いました。 

・色々あります。「中部 9 市 大阪市の相互利用」、「ビブリオバトル」、「P-サポート」、「北摂アー

カイブス」と沢山ありました。うちがやる時は、是非お聞かせください。 

・「北摂アーカイブス」など、市民の方とうまく協働しているなと感じました。子ども向けの地域資

料が無くて困っています。 

・府立中之島図書館「社史グランプリ」。具体的であった。隣接する大山崎町に別荘があり、本

町でも一度実施したい事業であると感じた。 

・教育現場で図書館と連携した授業づくりについて参考になる取り組みがありました。（「調べる

学習」や「ビブリオバトル」など）。今後、教育現場（小・中・高校）で活用できるものを図書館と連

携して作っていけたらと思っています。 

・「ビブリオバトル」｢北摂アーカイブス｣「箕面市の 2 つの事例」。新しく事業を始めるには、とても

エネルギーが必要。日々の雑務に追われて後ろ向きになってしまうので、他市の取り組みを紹

介していただけると、頑張ろうという気持ちになります。 

・箕面のような無人化を進める発想を一階さんから直接語られるのを聞くことができると思い参

加したら、担当が代わられて少しそのあたりのカラーをお話に出されなかったのが、少し残念

でした。隣の市なので影響がモロにきていまして、今、アップアップです・・・。 

・「北摂アーカイブス」。話の内容も良くまとめられ、大変、聞きやすかったです。 

・もう少し種類を減らして欲しい。 

・⑥「北摂アーカイブス」。地元愛が強い地域なので、もしできたらかなり盛り上がる企画だと思う。

⑨「社史グランプリ」。皆に馴染みが無いもの？を広めていくことの面白さがあると思う。 

・箕面市立図書館の自動貸出・返却業務に移行した話。「世界子どもの本アカデミー賞」につい

て、新しい試み、努力が頼もしいと思った。各図書館の日常の努力、新しい取り組みを知ること

ができて大変良かった。SaveMLAKについて新しい情報を得ることができた。 

・他の館で色々な取り組みをされているのを知り、参考になりました。 

・堺市「ビブリオバトル」。 

・各図書館の興味深い取り組みのお話を聞くことができ、非常に有意義な体験をすることができ

ました。参考にさせていただけたらと思います。今後もこのような研修があれば、参加させてい

ただきたいと思います。 

・豊中市立岡町図書館の「北摂アーカイブス」を、大変興味深く聞きました。ここ 1 年程、「どうし

たものか？」と考えていたことが、このお話を聞いて、少し具体化していくような気がしてきまし

た。他館のお話も、それぞれに大変参考になりました。なかなか遠くて来ることができませんが、

また、是非参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

・府内図書館の様々な取り組みを知ることができて、大変参考になりました。ありがとうございま

した。 



・業務の交換率の参考として、自動貸出機の説明は興味深いものでした。また、現在、児童サー

ビスを担当しておりますので、大阪狭山市、吹田市、箕面市は今後の取り組み、今後の参考に

なりました。 

・今後の研修も楽しみにしています。よろしくお願いします。 

 

 

今後開催してほしいテーマ等がありましたらお聞かせください。 

 

・図書館だよりやチラシ、配布物の作り方講座。 

・私立幼稚園、学校との連携など、良い事例があれば伺いたい。 

・行政支援向けのサービスで、P-サポートのような他の事例もあれば伺いたいです。 

・「社史グランプリ」を続けて頂きたい。府内の会社の紹介などでもいいので・・・。企業の講演を続 

けて頂きたいです。市町村ではできないことだと思いますので、よろしくお願いします。 

 


