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付属資料１

参考事例リスト
（本論の「第３章 融合の可能性についての具体的考察」に対応）

【A-1-2 地域テーマに沿った蔵書】

図書館名 内容
浦河町立図書館 サラブレッドコーナー（馬牧場が多いので）
音更町図書館 伊福部昭資料室（伊福部にゆかりの地なので）
市立士別図書館 羊関連資料を収集（牧羊の盛んな土地なので）
市立富良野図書館 ワインコーナー（ワイン作りの盛んな土地なので）
紋別市立図書館 流氷やオホーツク海に関する資料を収集
弘前市立弘前図書館 リンゴ関連資料を収集（リンゴにゆかりのある地なので）
北茨城市立図書館 石炭産業関連資料を収集（かつて常磐炭田の中心地だったこ

とから）
草津町立図書館 温泉、高山植物、スキーの重点収集（いずれも同地に関連が

深いので）
戸田市立図書館 漕艇関連資料を収集（荒川、戸田競艇などボートにゆかりのあ

る地なので）
福生市立中央図書館 立川基地関連資料を収集（立川基地があるので）
あきる野市五日市図書館 自由民権関連資料を収集（“五日市憲法草案”にゆかりのある

土地なので）
千代田区立図書館 出版関連資料を収集（出版社や出版業が地場産業なので）
佐渡市立真野図書館 能や狂言関連資料を収集（佐渡島に能舞台が多いので）
越前市中央図書館 源氏物語関連資料を収集（旧武生市の時代に、町名に源氏物

語の各巻名が用いられた歴史から）
佐久市立臼田図書館 宇宙関連資料を収集（宇宙観測所があり、「星のまち」をアピー

ルしているので）
中津川市立済美図書館 林業や石材関連資料を収集（市の主要産業なので）
富士宮市立中央図書館 富士山関連資料を収集（富士山にゆかりのある地なので）
常滑市立図書館 陶磁工芸、窯業関連資料を収集（同市の主要産業なので）
守山市立図書館 蛍関連資料を収集（ほたるにゆかりのある地なので）
芦屋市立図書館 村上春樹、小川洋子のコーナー（作家にゆかりのある地なの

で）
姫路市立城内図書館 城郭関連資料を収集（姫路城の一角にあり、また「日本城郭研

究センター」の一部門としても機能）
勝山市立図書館 恐竜関連資料を収集（恐竜の化石が多く出土するので）
島根県立図書館 竹島関連資料を収集（島根県に属しており、関心を集めている

ので）
倉敷市立玉島図書館 良寛文庫（良寛がこの地で修行したことから）
広島市立中央図書館 被爆文献資料を収集（被爆地なので）
呉市立中央図書館 海の文庫コーナー（瀬戸内海や海軍にゆかりの地なので）
尾道市中央図書館 林芙美子コーナー（作家にゆかりのある地なので）
徳島県立図書館 橋と川に関する資料を収集（橋や川が県内に豊富なので）
佐世保市立図書館 旧海軍資料を収集（海軍にゆかりの地なので）
別府市立図書館 温泉コーナー
中津市立小幡記念図書館 福沢諭吉関連資料を収集（諭吉にゆかりの地なので）
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【A-1-3 コレクション・文庫】

図書館名 内容
幕別町図書館 「北の本箱事業」（全国の著名人から蔵書の一部を図書館に寄贈し

てもらっている）
八雲町立図書館 徳川文庫（旧尾張藩主徳川慶勝が同町を開墾した経緯などから徳

川家と同町はゆかりが深い）
群馬県立図書館 小野寺文庫（養蚕関連資料）
桐生市立図書館 羽仁文庫（羽仁五郎の寄贈による文庫。洋書、和書、雑誌合わせて

約2万点）
神奈川県立図書館 ベストセラーズ文庫（明治以降約130年間のベストセラーを所蔵）
神奈川県立川崎図書 社史コレクション（会社史、経済団体史、労働組合史など、約1.4万
館 冊を所蔵）
茅ヶ崎市立図書館 市民文庫 斎藤昌三文庫（初代館長でもあった読書人斎藤昌三の

コレクション）
湘南大庭市民図書館 マイアミビーチ文庫、片山哲文庫、古在由重文庫など藤沢ゆかりの

文庫多数
小千谷市立図書館 西脇順三郎記念室（小千谷出身の詩人西脇の洋書や絵画、原稿な

ど）
富山県立図書館 洗足学園富山文庫（洗足学園魚津短期大学による近代文学関連資

料を引き継ぐ）
金沢市立玉川図書館 近世史料館に加越能文庫など約８万冊の史料を所蔵
福井県立図書館 松平文庫（日本史において非常に評価の高い重要史料）
豊橋市中央図書館 司文庫（丸善相談役の司忠の寄贈による）
京都府立図書館 教科書のコレクション（小中高の教科書約２万冊を所蔵）
京都市醍醐図書館 「醍醐図書館だけが持っている絵本」（他では閲覧しにくい絵本を約

170冊所蔵）
向日市立図書館 椿コレクション（渡邊武による日本中の椿に関するコレクション、約1,

500点）
奈良県立図書情報館 戦争体験文庫（戦中・戦後の生活や社会の様子を記録した資料）
出雲市立大社図書館 おおやしろ文庫（出雲大社からの寄贈書約1,400冊）
田布施町立田布施図 岸文庫・佐藤文庫（岸家、佐藤家からの寄贈書）
書館
愛媛県立図書館 伊予俳諧文庫（高浜虚子の虚子文庫などを含む俳諧関連資料）
大村市立図書館 大村家史料、彦右衛門文書（隠れキリシタン関連など）
熊本市立図書館 蘇峰文庫（徳富蘇峰の自著を中心に約400冊）
宮崎県立図書館 杉田文庫（日本の俳諧三大文庫のひとつとされる）
沖縄県立図書館 琉球王国時代の文書などの特殊文庫を所蔵

※『公共図書館の特別コレクション所蔵調査報告書』（日本図書館協会編, 1997）によれ
ば、全国の 308 館に 735 件のコレクションが存在する。（ただしこの文献には、本研究
でいう「地域テーマに沿った蔵書」なども含まれている）



- 101 -

【A-2-2 イベント・行事】

※ 2008 年の実施事例。『図書館年鑑 2009』より採録。

図書館名 内容
北海道立図書館 歴史講演会「資料で語る北海道の歴史」(9/20)
むつ市立図書館 「映画監督川島雄三生誕90周年展」(8/6-9/7)（→川島はむつ市出身）
五戸町図書館 「昭和の五戸町風景写真展及び民具展」(8/9-17)
岩手県立図書館 「斎藤實伝－生誕150周年記念展」(12/15-2009.1/25)（→斎藤は岩手県出身）
仙台市図書館 歴史講座「政宗の長女、五郎八姫と下村愛子」(11/22)
秋田市立図書館 市民文化講座「江戸文学と秋田」(9/23-10/13)
横手市立図書館 企画展「佐々木康の世界」(7/22-8/24)（→佐々木は横手市出身の映画監督）
上山市立図書館 市民講座「上山文学散歩」(第二土曜）
いわき市立図書館 企画展「地名の変化にみる いわきの近代化展」(10/11-11/30)
柏市立図書館 「柏の“まち”を知る歴史資料・写真展」(10/21-11/1)
山武市立図書館 「私のイチオシ本（お勧めしたい本の手作りＰＯＰ募集）」(1月）
袖ヶ浦市立図書館 「ようこそ図書館へ 子ども読書の街袖ヶ浦（図書館まつり）」(10/18-19)
船橋市図書館 展示会「浮世絵に描かれた房総」(10/31-12/14)
新潟県立図書館 「小熊ゆかり コンサート」(10/4)（→小熊は新潟県出身）
新潟市立図書館 「ほんぽーとマンガ大学（県内出身マンガ家らによるシンポジウムなど）」(9月）
見附市図書館 地元の文化を学ぶ講座「郷土を知ろう」(11/2-)
山梨県立図書館 文化講座「山梨百科」(6月, 9月, 11月）
都留市立図書館 「谷のまち・史（ふみ）の里 まちの記録・記憶展」(10/28-11/9)
韮崎市立図書館 「保阪嘉内 宮沢賢治 花園農村の碑」碑前祭(10/18)
荒川区立図書館 荒川区の10代が選ぶ100冊・心に残った大切な一冊」(12/1)
江戸川区立図書館 企画展示「江戸前の海」(7/16-31)
北区立図書館 展示「赤レンガ・近代産業」(9/26-11/26)
江東区立図書館 郷土資料講演会「時代を越える芸の世界－庶民に愛された下町大衆芸能」(11/22)
台東区立図書館 郷土史講座「隅田川をめぐる文化と歴史」(2-3月)
中野区立図書館 展示「中野交通ノスタルジイ」(3/1-9/25)
昭島市民図書館 地域史講演会「昭島の玉川上水と水車」(12/6)
青梅市図書館 講演会「私の東京、私の青梅（浅田次郎）」(3/15)
小平市立図書館 写真展「小平市郷土写真展」(2/2-3/6)
府中市立図書館 テーマ展示「ハス博士大賀一郎と府中」(7/7-8/4)
魚津市立図書館 講座「米騒動90周年記念歴史講座」(11/18)
加賀市立図書館 講座「ふるさと歴史講座」(10/17-11/7)
白山市立図書館 企画展示「図書館利用者が作られた絵本メッセージカード」(4/1-2009.3/31)
中能登町立図書館 「中能登検定（図書館まつりのイベント）」(8/2)
福井県立図書館 展示「福井再発見ふるさとの地図－ちょっと昔の福井を見る」(2/5-24)
福井市立図書館 展示「福井の桜風景『桜木町』という地名をたずねて」(3/22-4/30)
豊橋市図書館 展示「東三河の作家展」(10/25-11/24)
蟹江町図書館 企画展「黒川紀章の軌跡」(1/12-27)（→黒川は蟹江町出身）
亀山市立図書館 パネル展示「鈴鹿川の環境」(5/30-6/30)
和歌山県立図書館 開館100周年記念事業・記念講演「紀州人（津本陽）」(7/11)
大山町立図書館 民工芸品展示(10/2-15)
日野町図書館 セミナー「生田長江入門セミナー」(1/19)（→生田は日野町出身の小説家）
岡山県立図書館 講座「岡山の正月行事－各地に伝わる興味深い習わし」(12/6)
広島市立図書館 講演会「広島は私の街－新藤兼人監督と広島」(8/23)
周南市立図書館 特別資料展示「周南ゆかりの書画展」(3/7-13)
萩市立図書館 講演「益田親施の時代－幕末の政治社会」(3/14)（→益田は萩藩家老）
土庄町立中央図書館写真展「73年前の小豆島」(4/8)
佐賀県立図書館 企画展「肥前の古武道」(10/17-11/24)
諫早市立図書館 展覧会「諫早市中学校美術教師作品展」(2/9-17)
熊本県立図書館 パネル展「人吉・球磨地域情報パネル展」(3/1-31)
水俣市立図書館 講演「蘆花文学のおもしろさ」(11/1)（→徳富蘆花は水俣出身）

西原町立図書館
記念講演会「過去を振り返り、未来を展望する－沖縄を見つめて48年（ランドフル・ス
ラッシャー）」(8/10)
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【A-3-1 設計やデザインの効果】

図書館名 内容
置戸町生涯学習情報センター 新聞・雑誌コーナーに薪ストーブを設置したり、「木と暮

らしのコーナー」など多様なコーナーを設置。
石狩市民図書館 「図書館の中に賑わいをつくろう」をコンセプトに、レイア

ウトやデザインを工夫。
斜里町立図書館 昭和４年に建設された旧斜里町役場を図書館として利

用。
水戸市立西部図書館 ドーム状の閲覧室と楕円形の回廊が話題になった。“

吉田五十八賞”を受賞。
文京区大塚公園みどりの図書室 ドイツの山小屋風。屋外の公園で閲覧が可能。
本郷図書館鴎外記念室 森鴎外の屋敷跡。
秦野市立図書館 丹沢が近いので、山小屋をイメージしたデザイン。
藤沢市総合市民図書館 「本の中に入る」をコンセプトに、館内あちこちに閲覧席

を用意。
勝山市立図書館 合掌造りにからくり時計というユニークな建物。
上野原市立図書館 ドーム型の建物で「リンデンドーム」と呼ばれる。館内の

床はカーペット敷き。
各務原市川島ほんの家 展望台ラウンジがある。
浜松市佐久間町図書館 林業の町なので、ロッジ風の木造建築。ロビー中央に

樹齢百年の杉の大黒柱がある。
志摩市立阿児図書館 瀟洒な洋館風の建物。
大阪府立中之島図書館 ネオバロック様式の重厚な建物。重要文化財に指定さ

れている。
出雲市立大社図書館 可愛いデザインで「でんでん虫」の愛称で呼ばれてい

る。
山口県立山口図書館 煉瓦造りの書庫は、現在「クリエイティブ・スペース赤れ

んが」として活用されている。
宇和島市立簡野道明記念図書館 陣屋を復元した建物で、中には茶室もある。
北九州市立中央図書館 磯崎新の設計による、ユニークなデザインとレイアウト

が特徴。
苅田町立図書館 パティオや野外読書席などがあるユニークなデザイン。
伊万里市民図書館 中庭を開放したり、「のぼりがまのおへや」「イスの木の

コーナー」など多様なコーナーを設置。
唐津市近代図書館 クラシックな洋館を思わせるデザイン。
五島市立図書館 天守閣風な建物。
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【A-3-2 複合施設の効果】

図書館名 内容
大空町女満別図書館 駅舎と一体の施設。
厚岸図書情報館 駅に隣接しており、「情報プラザ」が集いの場になっている。
石狩市民図書館 地場産品を販売する売店が設置されている。
北広島図書館 駅前の立地であることから“旅”のコーナーを設置。
滝上町図書館 バスターミナルとの複合施設のため、観光シーズンになると案内

はもちろん、荷物を預かったり宿の手配も行うことがある。（アン
ケートより）

日高町立日高図書館郷 道の駅に隣接しているため、観光シーズンはトイレの利用が多
土資料館 い。（アンケートより）
浦河町立図書館 総合文化会館との複合施設。ショッピングセンターやホテルとも

隣接。
弘前市立弘前図書館 郷土文学館と併設。
青森県立図書館 近代文学館を館内に有する。
塩竃市民図書館 「壱番館」という総合センター内に設置。“タイムシップ塩竃”とい

う郷土博物館的ミニコーナーもある。
美里町近代文学館 図書館、ギャラリー、千葉亀雄記念文学室で構成。
鹿角市立花輪図書館 民俗資料室が付設されている。
庄内町立図書館 内藤秀因水彩画記念館と併設。
塙町立図書館 磐城塙駅および塙町コミュニティプラザと併設。
日立市立記念図書館 「日立シビックセンター」の一角にあり、科学館や音楽ホールと併

設。
大平町立図書館 公民館、町民ホールなどが集まって総合的な“文教ゾーン”を形

成。
戸田市立図書館 郷土博物館が図書館内にある。
町田市立中央図書館 「エルムビル」という複合施設内に設置。同施設にはホテルもあ

る。
文京区真砂中央図書館 ふるさと歴史館が隣接。
福生市立中央図書館 郷土資料館を併設。
厚木市立中央図書館 「厚木シティプラザ」という複合施設内に設置。
新潟県立図書館 新潟県立自然科学館に隣接。
三条市立図書館 三条市歴史民俗産業資料館に隣接。
上越市立高田図書館 小川未明文学館が図書館内に併設。
新潟市立中央図書館 「ほんぽーと」という愛称で、多目的ルームなどの設備が充実。
小浜市立図書館 再開発によって整備された繁華街の複合ビルの４～６階をしめ

る。
藤枝市立図書館駅南館 「BIVI藤枝」という複合施設内にあり、駅にも隣接。
常滑市立図書館 陶芸などの展示室がある。
宇治市中央図書館 宇治市文化センター内にあり、文化会館、歴史資料館、中央公

民館との複合施設。
和歌山県立図書館 「きのくに志学館」という名称で、文化情報センターの一角をしめ

る。
徳島県立図書館 文化の森総合公園内の一角にある。
高松市図書館 「サンクリスタル高松」という総合施設内にあり、菊池寛記念館、

歴史資料館が併設。
福岡市総合図書館 福岡市文学館を併設。
熊本県立図書館 「温知館」という名称で、図書館と近代文学館が併設。
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【B-1 まちづくりとの連携】
＊まちづくりとの関連でよく紹介される図書館の事例を紹介した文献

［浦安市立図書館］
・竹内紀吉（1985）図書館の街・浦安, 未来社, 227p.
・竹内紀吉（1989）浦安の図書館と共に, 未来社, 231p.
・常世田良（2003）浦安図書館にできること, 頸草書房, 270p.
・鈴木康之（2004）浦安図書館を支える人びと, 日本図書館協会, 301p.

［置戸町立図書館］
・図書館問題研究会（1981）まちの図書館, 日本図書館協会, 424p.
・澤田正春（1992）山あいの図書館と地域のくらし, 日本図書館協会, 251p.

［斐川町立図書館］
・白根一夫（2008）町立図書館をつくった, 青弓社, 315p.

［静岡市立御幸町図書館］
・竹内比呂也・豊田高広・平野雅彦（2007）図書館はまちの真ん中, 頸草書房, 180p.

［その他の文献例］
・岩田雅洋（2000）図書館をつくる, アルメディア, 219p.

（府中市、東村山市の実践記録）
・扇元久栄ほか著（1997）図書館づくり運動実践記, 緑風出版, 348p.

（仙台、鶴ヶ島、伊万里の実践記録）
・小林幸三（2003）枝幸図書館物語, 文芸書房, 107p.

（枝幸図書館について）
・鈴木雄介（1998）図書館は楽しさいっぱい, 静岡教育出版社, 191p.

（竜洋町立図書館について）
・ちばおさむ（1992）本のある広場, 教育史料出版会, 238p.

（墨田区図書館について）
・増田浩次（1997）苅田町立図書館の 3000 日, リブリオ出版, 135p.

（苅田町立図書館について）
・身近に図書館がほしい福岡市民の会（2006）おーい図書館！, 石風社, 276p.

（福岡市の図書館づくり運動について）
・山本宣親（1996）図書館づくり奮戦記, 紀伊国屋書店, 224p.

（富士市立中央図書館について）

【B-2 様々な連携】

図書館名 内容
北海道立図書館 「歴史発見！ 自然発見！ ウォークラリー」(5/3-5)（→博物館等と連

携事業）
帯広市図書館 「おびひろからわかる?! 地球のようす展」(6/28-7/30)（→洞爺湖サミ

ットに合わせたパネル展示・クイズなど）
秋田県立図書館 県立博物館・県立近代美術館との３館交流事業（展示や講演会、図

録コーナーの設置など）
伊勢崎市 「読書の街いせさき計画」事業
日野市立図書館 テーマ展示「動物園へ行こう」(5/1-6/15)（→多摩動物園と連携）
静岡県立中央図書館 「徳川家康と静岡展」(9/27-28)（→県立美術館等と共催）
若桜町立わかさ生涯 講演会「ＳＬと若狭鉄道の魅力」(4/13)（→若桜鉄道沿線図書館の連
学習情報館 携事業）
滋賀県立図書館 資料展示「湖国の医史－先人たちの活躍を知る」(10/16-26)（→滋賀

医科大学付属図書館と共催）
松江市立図書館 展示と講演「出雲国に伝播した華岡流医術とその時代」(3/9-14)（→

県立図書館、島根大学付属図書館との合同企画）
米子市立図書館 講演会「小泉八雲と山陰」(11/22)（→高専との連携事業）

※ 2008 年の実施事例。『図書館年鑑 2009』より採録。
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【B-3 交流の場としての図書館】

図書館名 内容
札幌市立中央図書 児童書コーナーで、利用者がお勧めする本を“カード”で掲示し、利用者
館 同士の交流が行われている。
北広島市図書館 ボランティア団体が「フィールドネット」というネットワークを組織して活動

している。
柏市立図書館 地域ボランティアが中心となって、地域の歴史資料を収集するなどの活

動が行われた。（平成20年）
塩尻市図書館 塩尻市民読書の会が、活動が顕著だとして文部科学大臣表彰を受け

た。（平成21年）
由利本荘市本荘図 外国人が自国の絵本を母国語により読み聞かせする活動をしている。
書館
藤枝市立図書館 自分が読んだ本を紹介する「よむゾーくん大賞」（小中校生が対象）を募

集している。
静岡県立中央図書 中国浙江省の浙江図書館との間で「友好提携書」を締結した。（2009年
館 ２月24日）
金沢市立玉川図書 「ユースライブラリーコーナー」の設置にあたって学生ボランティアが活
館 躍した。
奈良県立図書情報 公募で選ばれた市民が役者となり、図書館を舞台にした劇を上演した。
館 （2009年２月28日）
葛城市立新庄図書 「短歌の故郷“新庄”」をめざして、図書館が短歌を募集している。
館
長井市立図書館 市民の要望を受けて、「街なか図書館」として、長井駅待合室内や小桜

館などにミニ図書館を設置している。
出水市立図書館 「読書活動日本一のまちづくり」（平成19年策定）により、図書館が活発

に活動している。

※『図書館年鑑（各年版）』および図書館の HP 等から採録。
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【C-1 デジタル・アーカイブズによる情報提供】

図書館名 内容
宮城県図書館 「叡智の杜」という専用サイトで貴重書のデジタルアーカイブを公開。

（http://eichi.library.pref.miyagi.jp/）
秋田県立図書館 明治時代から昭和時代初期にかけての秋田県内の観光案内誌がデジ

タル化されているコーナー「名勝案内による秋田の昔の旅」などがあ
る。（ http://www.apl.pref.akita.jp/）

長岡市立中央図書 「ながおかネット・ミュージアム」という名称で、直江兼続の書状など貴重
館 資料をデジタル化。

（ http://www.e-net.city.nagaoka.niigata.jp/museum/index.html ）
調布市立図書館 「市民の手によるまちの資料情報館」というコーナーがあり、市民が集

めた情報のデジタルライブラリーがある。
（http://www.lib.city.chofu.tokyo.jp/machi/index.htm）

立川市図書館 朝日、産経、東京、日経、毎日、読売の新聞各社の許諾のもと、立川市
に関連する新聞記事の見出データベースを提供している。
（http://www.library.tachikawa.tokyo.jp:8080/）

岡崎市立中央図書 「バーチャル郷土資料館」が充実しており、郷土コレクションを様々な角
館 度から検索できるほか、図書館が所蔵する、冊子、掛け軸、浮世絵など

のデジタルアーカイブがある。
（http://www.library.okazaki.aichi.jp/tosho/local_search.html）

福井県立図書館 松平文庫、酒井家文庫などの貴重資料のデジタルアーカイブがある。
（ http://www.library.pref.fukui.jp/kyoudo/digital_archives.html ）

広島市立図書館 特別集書のコーナーの中に、被爆体験談の動画が見られる「被爆体験
談記録ビデオ」コーナーがある。
（http://www.library.city.hiroshima.jp/special/collection/index.html）

長崎県立長崎図書 「郷土ライブラリー」に様々な郷土資料があるほか、「来館者芳名録」の
館 一覧リストなどもある。

（http://www.lib.pref.nagasaki.jp/index.php?id=5）

※各 URL downloaded at 2009.12.15

【C-2 情報発信の多様化】

①図書館のブログ例
・伊万里市民図書館ブログ（http://blog.goo.ne.jp/imari_library）
・「指定管理者日誌－山中湖情報創造館にて」（http://yamanakako.exblog.jp/）
・厚岸情報館（http://www.town.akkeshi.hokkaido.jp/jouhoukan/cgi-bin/wordpress/）
・市立竹原書院図書館（http://www.takeharashoin.jp/index.html）

→「図書館長エッセイ「図書館徒然草」」のコーナーがある。
・鳥栖市立図書館（http://librarytosu.sagafan.jp/）「名誉館長のブログ」
・横芝光町立図書館（http://blog.goo.ne.jp/hikari_library）「マロニエの花咲く」

②メールマガジンの発信例
奈良県立図書情報館、厚岸情報館、静岡県立中央図書館

③その他の関連事例
・平塚市図書館のＨＰ（http://www.lib.city.hiratsuka.kanagawa.jp/）では、「みんなの掲示
板」として市民活動のバナーを募集している。

・成田市立図書館のＨＰ（http://www.library.narita.chiba.jp/）は、リンク集が非常に充実
していることで知られている。

・千代田区立図書館が「千代田 Web 図書館」（https://weblibrary-chiyoda.com/）として日
本初のインターネットによる電子図書の貸出返却サービスを行っている。

・国立国会図書館（http://www.ndl.go.jp/）のカレントアウェアネス・ポータルは
（http://current.ndl.go.jp/）図書館に関する情報ポータルとしてよく知られている。

※各 URL downloaded at 2009.12.15
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【C-3 ネットコミュニティの影響】

①図書館に関連するＨＰ例
・図書館駅訪問記（http://munozy.ld.infoseek.co.jp/lib-eki.htm）
・東京図書館制覇（http://www.tokyo-toshokan.net/）
・おへんろ図書館めぐり（http://www.geocities.jp/kuuu2004/henro.html）

②図書館関連のブログ例
・かたつむりは電子図書館の夢をみるか（http://d.hatena.ne.jp/min2-fly/）
・図書館断想（http://d.hatena.ne.jp/katz3/）
・図書館退屈男（http://toshokan.weblogs.jp/）
・Traveling LIBRARIAN －旅する図書館屋（http://d.hatena.ne.jp/yashimaru/）
・おばちゃんらいぶらりあん日記（http://t-amana.cocolog-nifty.com/）
・図書館屋の雑記帳（http://blog.goo.ne.jp/mimuk）
・ほどよい司書の日記（http://moderate.cocolog-nifty.com/hodoyoi/）
・愚智提衡而立治之至也（http://jurosodoh.cocolog-nifty.com/）
・酔いどれ図書館員の日記（http://diary.cbsquare.net/）
・Tohru's diary（http://sakuraya.or.tp/blog_t/index.cgi）
・Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館（http://d.hatena.ne.jp/myrmecoleon/）
・LisBlogger - 図書館系ブログポータル Wiki（http://www20.atwiki.jp/lis-blogger）/

③コミュニティ関連の情報
・mixi に「図書館」をテーマとするフォーラムは 490 件ある。(2009.12.15 時点)

（http://mixi.jp/）
・趣味人倶楽部には「図書館倶楽部」「図書館を語ろう」などのコミュニティがある。

（http://smcb.jp/）

④その他
・「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」（図書館関連および、広く学術情報や情報処理に

関するテーマを扱っているサイト）（http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/）
・図書館と本の情報サイト（ブレインテックによるサイト）（http://www.jcross.com/）
・レファレンスクラブ（日外アソシエーツによる「調べものをする人のための情報とコ

ミュニティサイト」）（http://www.reference-net.jp/）
・Library RSS（図書館関係アンテナ）（http://itasan.mydns.jp/wiki.cgi?page=Library+RSS）

※各 URL downloaded at 2009.12.15
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【D-1 図書館への視察・見学】

①NPO法人 IRI知的資源イニシアティブによる「Library of the year」大賞受賞館
第１回(2006)鳥取県立図書館
第２回(2007)愛荘町立愛知川図書館（会場賞：静岡市立御幸町図書館）
第３回(2008)千代田区立千代田図書館
第４回(2009)大阪市立図書館
（http://www.iri-net.org/ downloaded at 2009.12.15）

②日本図書館協会建築賞について
同賞は、建物の建築様式や図書サービスが優れた図書館を顕彰しようと、同協会が1985
年に創設。毎年、自治体や大学、学校などのすべての種類の図書館（室）を対象に公募
し、建築専門家や図書館専門家らによる選考専門委員会で優れた図書館を選ぶ。第25回
（2008年度）の受賞館は、大手前大学さくら夙川キャンパスメディアライブラリーとあ
きる野市東部図書館であった。

③その他
優れた建築物に対して「吉田五十八賞」が表彰されているが（1976-93）、この受賞者
にも図書館（1993、水戸市西部図書館／1987、脇町立図書館）がある。

【D-2 図書館とツアー】

①図書館ツアーの例
愛知県図書館（小中学生向けツアー、一般向けイブニングツアー、一般向けツアー）
足立区立図書館（図書館見学ツアー）
石川県立図書館（子ども図書館探検隊）
大分県立図書館（バックヤードツアー）
大野市図書館（書庫見学会）
大山町立図書館（夜の図書館）
河内長野市立図書館（親子で楽しむなぞの地下書庫探検隊）
北区立図書館（館内ガイドツアー）
岐阜県図書館（書庫ツアー）
合志市図書館（春の夜の図書館読書探検隊）
市立佐土原図書館（図書館ツアー）
立川市図書館（大人のための図書館見学）
新居浜市立図書館（夏休み図書館こども探検隊、大人のための図書館探検ツアー）
福井県立図書館（図書館探検隊、図書館ツアー）

②図書館によるツアーの例
広島市立中央図書館の「広島市立図書館メイト」、小松市立図書館友の会などがバス
ツアーを行っている。

③選書ツアー
これまで北広島市図書館、石狩市民図書館、置戸町立図書館、山中湖情報創造館などで
実施されている。

（参考文献：田井郁久雄, 「選書ツアー」の実態と「選書ツアー論議」, 図書館界, 59(5), pp.286-300）

④その他（スタンプラリー的なイベント例）
安曇野市図書館「スタンプラリー」
伊万里市民図書館「スタンプキャンペーン」
浦安市立図書館「スタンプラリー」
鹿島市民図書館「図書館スタンプラリー」
奈良県立図書情報館「読書週間スタンプラリー」
横浜市立図書館「読書スタンプマラソン」
輪島市立図書館「読書スタンプラリー」

※①、②、④は 2008 年の実施事例。『図書館年鑑 2009』より採録。


