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１． 主要事業等の概要（平成２６年度） 

（１）北海道教育大学第Ⅱ期中期目標・計画（図書館担当部分の実施について） 

  平成22年度から実施されている本学「第Ⅱ期中期目標・計画」の図書館担当部分の平成26年度

計画及びその実施は、別紙１のとおりである。 

（２）図書館活性化プロジェクトの実施 
 平成20年度から「図書館を元気に」という目的で開始された「図書館活性化プロジェクト事業」

の平成26年度実施一覧は別紙２のとおりである。 

（３）図書館学生サポーター活動 
平成23年度から導入した「図書館学生サポーター」制度の平成26年度の活動状況は、別紙３の

一覧のとおりである。 
 
 

２． 主な行事・会議等（平成２６年度） 

年 月 日 行  事 ・ 会  議（会 場 等） 

平成26年4月18日 

平成26年6月19-20日 

平成26年7月10日 

平成26年7月17-18日 

平成26年8月22日 

平成26年8月29日 

平成26年9月4-5日 

平成26年10月16-17日 

平成26年11月28日 

平成27年 1月22日 

第46回国立大学図書館協会北海道地区協会総会（室蘭工業大学） 
第61回国立大学図書館協会総会（東京学芸大学） 
第1回附属図書館運営委員会（TV会議） 
第45回国立教育系大学図書館協議会研究部会（鳴門教育大学） 
第57回北海道地区大学図書館職員研究集会（道都大学） 
第64回北海道地区大学図書館協議会総会（札幌市立大学） 
第56回北海道図書館大会（北星学園大学） 
第47回国立教育系大学図書館協議会総会（福岡教育大学） 
国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（北海道大学） 
第2回附属図書館運営委員会（TV会議） 

 

 
3 年間活動 
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 北海道教育大学第Ⅱ期中期目標・計画の図書館関係部分の実施について 

 

  第Ⅱ期中期目標・計画(図書館関係) 

 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（２）教育の実施体制等に関する目標 

③ 自学・自習環境を中心に教育環境を充実させる。 
○中期計画番号 12 

学生の自学・自習を推進するため，図書館の蔵書・学習環境等を整備し，学習支援の
場としての図書館を充実させる。 

   

平成 26 年度年度計画および具体的方策 

○年度計画 

策定した収書方針，除籍取扱要項に基づき蔵書を整備すると共に，現在進行している図書館設備，図

書館スペースの改善について取り組む。 

 

○具体的方策 

・平成25年度制定した除籍要項に基づき各構成館の蔵書を整備するとともに，併せて収書方針を踏ま

えた図書館資料の充実を図る。 

・第２期中期目標期間に取り組んでいる図書館設備等の改善を図り，学習環境の整備・充実に期する

工夫を推進する。 

  

平成26年度の年度計画の実施状況は以下のとおりである。 

 

除籍要項に基づき重複図書等の除籍を促進するとともに，各校の現状に沿うよう各構成

館の収書方針を改訂し，資料の収集に努め蔵書の整備・充実を図った。 

多様な学習スタイルに対応できるラーニング・コモンズ設置に向け，各構成館で計画の

見直し再検討を行った。また，書架に詳細な分類を記した仕切板を設置するなど，図書館

設備等の改善を実施し学習環境の充実を図った。 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

平成 27 年度年度計画および具体的方策 

 

○年度計画 

・第２期における中期計画達成に向けた取組を総括し，その効果をエビデンスをもとに検証すると共に，

その結果に基づき計画達成について自己評価する。 

 

○具体的方策 

・利用者アンケートを実施し，第２期の取り組みの効果を検証すると共に，その結果に基づき自己評価

をまとめる。 

 

 



                                   別紙２ 

                    ７ 

平成 2６年度「図書館活性化プロジェクト」一覧 

 
本プロジェクトは、図書館の活性化を図り、学生の図書館利用を促進することを目的に、

平成 20 年度から実施している。 

平成 26 年度に実施したプロジェクトは、以下のとおりである。 

 

 

プロジェクト名 内容等 実施期間等 実施館

書評コンテスト2014

応募作品/37点

優秀賞/1点

佳作/6点

(応募締切)

平成26年11月29日
附属図書館

全学ビブリオ・バトル

5名出場
平成26年12月16日 附属図書館

ビブリオ・バトル@札幌館 平成26年10月29日 札幌館

読書会@札幌館

第1回　「阿Ｑ正伝・狂人日記（魯

迅）」

第2回　「嫌われる勇気（アド

ラー）」

平成26年7月8日

平成26年12月5日

札幌館

ゼミ選書　4回実施

個人選書　1回実施

平成26年10月～11月
札幌館

3回実施 平成26年11月 釧路館

2回実施 平成26年11月 函館館

1回実施 平成26年8月 岩見沢館

学生選書委員会 旭川館

ブックカフェ　in ASAHIKAWA

volume 6

「繊維・糸・布　人を魅了し続ける

もの」

場所：パブリックホール

40人程度参加

平成26年12月5日
旭川館

読書推進イベント

・ブクブク交換会

・ビブリオバトル2014京都決戦予

選会

・英語多読スタンプラリー

平成26年7月4日

平成26年10月17日

平成26年7月～27年2月

函館館

私と私たちの

図書館プロジェクト2014

・図書館をデザインしよう

・図書館ゆるキャラコンテスト

平成26年11月

　　　　　～平成27年3月 岩見沢館

ビブリオ・バトル

選書ツアー

選書・展示　平成26年7月～
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平成 2６年度図書館学生サポーター活動状況一覧 
 
 平成 23 年度から図書館利用を促進するために活動する「図書館学生サポーター」制度を導入

し、各構成館で職員と協働しイベントの企画・運営、選書活動、図書展示、館内設備等改善活動

などを行っている。 

平成 26 年度の活動状況は以下のとおりである。 

 

 

 
 
 
 
 

館 活動内容 活動時期

図書展示　「論文・レポートの書き方」 平成26年4月

読書会第１回 平成26年7月

ビブリオバトル@札幌館 平成26年11月

読書会第２回 平成26年12月

図書館情報誌「Book Paper」発行

　第３号(2014/6/2) 第４号(2014/7/24)
平成26年5月～7月

学生選書委員会 平成26年8月～12月

「図書館を遊ぶ」

　　　第1弾　図書館の仕事体験ツアー

　　　第2弾　ビブリオバトル

　　　第3弾　「さあ、学校で合唱だ！でも、どんな本があるの？」

      第4弾　「八重山地区教科書採択採択問題から考える教科書」展

平成26年6月～

　　　　　　平成27年3月

「トーク・イン・ライブラリー　先生と語る 平成27年1月

児童用図書の選書 平成27年1月

サポーター選書

サポーター企画展示

フリーペーパー「りぶらすた新聞」発行

ブックアート体験会 平成26年7月

ＤＶＤ上映会 平成27年2月

旭川館

岩見沢館

札幌館

釧路館
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３.各種研修等の受講状況 (平成２６年度) 

 

  

 

 

 

名 称 期   間 主催 ・ 実施 受講者数 

平成26年度(第45回)国立教育系 

大学図書館協議会研究部会 

平成26年7月17日  

     ～7月18日

全国国立教育系大学 

附属図書館協議会 

会場：鳴門教育大学 

 

札幌館１名 

第57回北海道地区大学図書館 

職員研究集会 
平成26年8月22日 

北海道地区大学図書館協議会 

会場：道都大学 

札幌館２名 

函館館１名 

釧路館１名 

岩見沢館１名 

平成26年度図書館等職員著作権 

実務講習会 

平成26年8月25日 

    ～8月27日 

文化庁 

会場：昭和女子大学 
札幌館１名 

第56回北海道図書館大会 
平成26年9月4日 

     ～9月5日 

北海道図書館振興協議会他 

会場：北星学園大学 

札幌館１名 

函館館１名 

釧路館１名 

岩見沢館１名 

平成26年度目録システム講習会 

（雑誌コース） 

平成26年9月25日  

     ～9月26日

国立情報学研究所 

会場：北海道大学 

札幌館１名 

岩見沢館１名 

大学図書館職員短期研修 
平成26年11月11日  

    ～11月14日 

国立情報学研究所 

会場：東京大学 
釧路館１名 

平成26年度 

学術情報リテラシー教育担当者 

研修 

平成26年11月26日 

     ～11月28日
国立情報学研究所 函館館１名 

平成26年度 

学術情報ウェブサービス担当者 

研修 

平成26年12月10日 

     ～12月12日
国立情報学研究所 札幌館１名 

平成26年度国立大学図書館協会 

シンポジウム 
平成27年1月28日 

国立大学図書館協会 

会場：名古屋大学 
札幌館１名 

国立大学図書館協会助成事業 

情報発信力スキルアップ・ 

ワークショップ 

平成27年2月20日 

国立大学図書館協会北海道地区協

会 

会場：北海道大学 

札幌館２名 

函館館１名 

岩見沢館１名 




