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１． 主要事業等の概要（平成２７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27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27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27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２７年度） 

年 月 日 行  事 ・ 会  議（会 場 等） 

平成27年4月24日 

平成27年6月18日 

平成27年7月16-17日 

平成27年7月23日 

平成27年8月3－11日 

平成27年8月 7日 

平成27年8月21日 

平成27年10月22-23日 

平成27年11月27日 

平成28年1月21日 

第47回国立大学図書館協会北海道地区協会総会（北海道教育大学） 

第62回国立大学図書館協会総会（ホテルﾆｭｰｵｰﾀﾆ熊本：熊本大学） 

第46回国立教育系大学図書館協議会研究部会（福岡教育大学） 

第１回附属図書館運営委員会（TV会議） 

図書館実習生受入（北海道武蔵女子短期大学） 

第58回北海道地区大学図書館職員研究集会（小樽商科大学） 

第65回北海道地区大学図書館協議会総会（札幌大谷大学） 

第48回国立教育系大学図書館協議会総会（直江津学びの交流館：上越教育大学） 

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 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期の取組の効果を検証するとともに，その結果に基づき自己評価をま

とめる。 

  

平成27年度の年度計画の実施状況は以下のとおりである。 

 

第2期中期目標期間の取り組み効果を検証するため図書館利用者アンケート調査(平成27年5月13

日～29日)を実施し、図書館蔵書及び学習環境(施設・設備等)に対する利用者満足度を調査した。 

アンケート調査の集計・分析を行い、『平成27年度図書館利用者アンケート調査実施報告書』をま

とめた。その報告書の「図書館利用者アンケート調査結果まとめ」のとおり、図書館資料(蔵書)の

満足度では、設問のすべての資料が「満足」と「やや満足」を合わせた比率が80%を超えている。ま

た、学習環境(施設・設備等)では平成22年度の利用者アンケート調査時より「満足」と「やや満足」

を合わせた比率が大幅に上昇し90%を超えている。これらの結果を見ると、これまで行ってきた取り

組みの効果があったと考えられる。 

また、館内スペースのゾーニングを検討し、学生の多様な学習スタイルに対応できるラーニング

コモンズの整備に向け各方面に予算要求を行ってきた結果、平成27年度には旭川館をオープン・ワ

ーク・スペース(約60席)、グループ学習室(40席)、個人学習スペース(20席)に改修し、可動式机・

椅子、プロジェクター、ホワイトボード等の設備を備えたラーニングコモンズが完成した。 
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平成 27 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 27 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2015

応募作品/38点

優秀賞/1点

佳作/5点

(応募締切)

平成27年11月30日
附属図書館

各館巡回展示
平成27年10月3日～

　　　　　　　　　　12月10日
附属図書館

トークショー
旭川館　平成27年10月3日

札幌館　平成27年10月24日

旭川館

札幌館

学校図書館120%活用ワーク

ショップ2015
平成27年11月14日 札幌館

ゼミ選書　6回実施

個人選書　1回実施

平成27年8月

　　　　　～平成28年2月 札幌館

1回実施 平成27年8月 旭川館

4回実施 平成27年10月 釧路館

3回実施 平成27年6月～11月 函館館

2回実施 平成27年8月, 11月 岩見沢館

図書館を遊ぶ～こももかい

presents「大人でも楽しめる絵

本祭」～

平成27年12月 旭川館

ブックカフェ　in ASAHIKAWA

volume 7
「文字のふしぎ・書のふしぎ」 平成27年12月 旭川館

私と私たちの

図書館プロジェクト2015
・図書館ゆるキャラコンテスト 平成27年12月 岩見沢館

学校図書館の現在（いま）を知

る展示会ならびにトークショー

選書ツアー
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平成 2７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 27 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

広報誌「図書館便り」No.1～3 平成27年6，10，11月

「これからの教育実習生はこれを読め！」図書館サポーター企画展示 平成27年11月

「発達障害の理解のために～通常学級の先生に読んでもらいたい本～」 平成27年12月15日

企画展示「これからの教育実習生はこれを読め！」 平成27年11月

展示「真田丸」 平成28年1月

展示「授業で使える北海道関係資料」 平成28年1月

学生選書委員会による選書と展示 平成28年1月

図書館を遊ぶ－大人でも楽しめる絵本祭り 平成27年12月

  「全道高等学校図書研究大会」 ビブリオバトル講師 平成27年10月1日

釧路館 トークイベント「トーク・イン・ライブラリー　～先生と語る～」 平成28年1月

函館館ブログおすすめ本紹介「Yondene」 平成27年7月～11月

函館館オープンライブラリー 平成27年10月

ビブリオバトル首都決戦予選会 平成27年11月

企画展示「函館フィルム展」 平成27年11月

企画展示「リア充特集」 平成27年12月

ＤＶＤ上映会　「６才のボクが大人になるまで。」 平成28年1月28日

展示「児童向けの絵本」 平成28年2月

展示「猫」 平成27年12月

旭川館

岩見沢館

函館館

札幌館
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３.各種研修等の受講状況 (平成２７年度) 

 

 

名 称 期   間 主催 ・ 実施 受講者数 

北道地区大学図書館職員スキルアッ

プセミナー  

 

平成27年5月29日 

北海道地区大学図書館協議会 

会場：北海道大学 札幌館1名 

 

札幌館1名 

釧路館１名 

岩見沢館１名 

平成27年度(第46回)国立教育系 

大学図書館協議会研究部会 

平成27年7月16日  

     ～7月17日 

全国国立教育系大学 

附属図書館協議会 

会場：福岡教育大学 

札幌館２名 

第58回北海道地区大学図書館 

職員研究集会 
平成27年8月7日 

北海道地区大学図書館協議会 

会場：小樽商科大学 

札幌館２名 

函館館１名 

旭川館１名 

釧路館１名 

岩見沢館１名 

2015 年度図書館職員のリカレントプ

ログラム 
平成27年8月31日 会場：北海道武蔵女子短期大学 札幌館２名 

平成 27 年度北海道地区大学図書館職

員フレッシュ・パーソン・セミナー 

平成27年9月17日 

     ～9月18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1名 

岩見沢館１名 

平成27年度NAIST電子図書館学講座 
平成27年10月28日 

     ～10月29日 
会場：奈良先端科学技術大学院 札幌館１名 

平成27年度 

学術情報リテラシー教育担当者 

研修 

平成27年11月18日 

     ～11月20日 
国立情報学研究所 札幌館１名 

平成27年度国立大学図書館協会 

シンポジウム 
平成28年1月29日 

国立大学図書館協会 

会場：東京大学 
札幌館１名 

道地区機関リポジトリ実務担当者研

修 
平成28年2月12日 会場：北海道大学 札幌館１名 

国立大学図書館協会地区協会助成事

業北海道地区協会平成 27 年度企画事

業「図書館の魅力を効果的に伝えるに

は？」 

平成28年2月19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１名 

函館館１名 

岩見沢館１名 

第4回SPARC Japan セミナー2015 平成28年3月9日 国立情報学研究所 札幌館1名 


