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３. 年間活動 2020 

 

１． 主要事業等の概要 

 

（１）北海道教育大学第 III期中期目標・計画（図書館担当分の実施について） 

 

第Ⅲ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  学生の主体的・能動的学びを支援する環境整備に取り組む。 

   〇 中期計画番号８ 

学生の主体的・能動的学びを促進するため，ラーニングコモンズの整備や e-ラーニングで利用可能

なデジタルコンテンツの拡充等学修環境を整備する。 

 

令和元年度附属図書館計画 

札幌館，旭川館，釧路館のラーニングコモンズについて，平成３０年度から実施しているラーニングコモンズを活用

した図書館機能強化プロジェクト（大学院生サポーターの配置，講習会・セミナー・講座等の開催等）を引き続き実施す

ることにより，利用促進を図る。また，ラーニングコモンズ未整備の函館館，岩見沢館については，設置計画実施への

準備を整える。 

 

令和元年度年度計画の実施状況 

○ 取組内容 

１．旭川館・釧路館・札幌館におけるラーニングコモンズ利用促進 

ラーニングコモンズ設置館では，その活用を促進するため，各種取り組みを行なっている。附属図書館長裁量経

費「附属図書館機能強化プロジェクト」による事業計画に基づくもの，および随時企画のものがあり，実施状況は次

頁のとおり。 

２．函館館・岩見沢館のラーニングコモンズ計画 

函館館，岩見沢館とも，いまだ実現していないが，計画は毎年の精査を経て，概ね確定している。 

○ 数値目標等に関する状況 

令和元年度入館者数は，前年度と比較して札幌館 110％，旭川館 95％，釧路館 87％となった。ラーニングコモ

ンズ開設前年度との比較では，札幌館１５８％（平成２９年度比），旭川館１４２％（平成２７年度比），釧路館９７％（平

成２８年度比）であり，札幌館と旭川館は増加傾向を維持していると言える。釧路館の減少については，明確な原因

は掴めていないが，講師異動の影響で多読資料の利用が低下したことが要因の一つとして考えられる。 

○ 取組の総括  

札幌館，旭川館，釧路館において，ラーニングコモンズを中心とした，図書館の活用促進を図るべく，昨年度に引

き続き，附属図書館機能強化プロジェクトによる事業を計画，実施した。札幌館，旭川館は大学院生・学部４年生に

よるサポーターを配置し，ラーニングコモンズ運用で重要とされる人的支援の充実を実現しつつある。セミナー，講

座をはじめとする各種催しの実施は，学生がラーニングコモンズを利用すること，及び活用方法を体感することの

きっかけとなる取組として，一定の成果を得ている。 

函館館，岩見沢館については，ラーニングコモンズ設置に向け，引き続き計画を精査し，準備を整えた。また，整

備後を見据え，附属図書館機能強化プロジェクトによる事業を計画，実施した。 

 

 

令和２年度年度計画 

 ラーニングコモンズ利用実態の定量的・定性的な評価方法を検討し，それに基づき，ラーニングコモンズ及び「図書館

機能プロジェクト」の効果を検証するとともに，その結果を受けて，プロジェクトの見直しを行う。 

 また，ラーニングコモンズ未整備館については，引き続き，設置に向けて計画を整備する。 
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（２）附属図書館機能強化プロジェクト等 

構成館 内   容 実施時期 

札幌館 

ラーニングサポーター（大学院生）の配置 平成 31年 4月～令和 2年 1月 

ジャズ研究会による春のミニコンサート 平成 31年 4月 17日 

ブックトーク「読書で『教師力』『人間力』を鍛える」（第 1・2回） 令和元年 5月 22日・23日 

[kapela]（アカペラサークル）によるミニコンサート 令和元年 5月 30日 

ミニ講座「バイオミメティクス～あなたの知らない生物の世界～」 令和元年 6月 25日 

「コーチング入門セミナー」 令和元年 7月 2日 

小澤輝真氏講演会「どんな人でも信じ抜く」 令和元年 7月 19日 

ブックトーク「読書で『教師力』『人間力』を鍛える」（第３回） 令和元年 10月 30日 

ミニ講座「子どもと哲学を 子どもが主体の道徳教育」 令和元年 10月 31日 

「スーツ着こなし講座」 令和元年 11月 28日 

「将来について考えよう！」（ラーニングサポーター企画） 令和元年 11月 28日 

「カタリバで語ろう！～高校生との対話から得たこと考えたこと・活動紹

介～」（ラーニングサポーター企画） 令和元年 12月 4日 

「プレゼンテーション実践講座」 令和元年 12月 5日 

「『エミール』読書会」（ラーニングサポーター企画） 令和元年 12月 10日 

「レポートや指導案の書き方について考えよう！」（ラーニングサポーター

企画） 令和元年 12月 23日 

「大学院生と一緒に学ぼう！」（ラーニングサポーター企画） 令和元年 12月 25日 

ミニ講座「災害後のこころのケアについて考えよう」 令和 2年 1月 16日 

旭川館 
学修・利用支援サポーターの配置 令和元年 5月～令和 2年 1月 

講演会「発達障害について知ろう!!」（学生企画） 令和元年 12月 9日・23日 

釧路館 レポート・論文の書き方セミナー「教えて！レポートの書き方（基礎編）」 令和元年 8月 5日 

函館館 
学習成果物の収集・公開（地域プロジェクト成果発表会展示ポスター及び

教育実習学習指導案のデジタルアーカイブ） 

令和元年 7月， 

令和 2年 2月～3月 

岩見沢館 

「レポート・論文の書き方：ベーシックセミナー」 令和元年 7月 18日 

学生選書ツアー 令和元年 6月 7日，12月 4日 

『万年筆付きオリジナルカラーインク作り』ワークショップ 令和元年 11月 27日 

 

 

（３）図書館学生サポーター活動 

構成館 活動内容 活動時期 

旭川館 
図書館利用促進のための検討及び広報活動 令和元年 5月～令和 2年 1月 

選書ツアー（2回実施） 令和元年 11月，12月 

釧路館 新入生歓迎企画展示 「写真展：道東の自然に魅せられて」 令和元年 5月 

函館館 サポーターおすすめ本の企画展示（夏・秋・冬） 令和元年 8月，10月，12月 

岩見沢館 

「夏」をテーマにした展示 令和元年 7月 

「冬」をテーマにした展示 令和元年 11月 

ポートフォリオ「岩教生のつくったもの展示中」 令和 2年 1月 
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２．主な行事・会議等 

開 催 日 行事・会議（会場等） 

平成 31年 4月 19日 第５１回国立大学図書館協会北海道地区協会総会（北見工業大学） 

令和元年 5月 15日 国立大学図書館協会春季理事会（平成３０年度）（東京大学） 

令和元年 5月 16日 北海道地区図書館協議会相互利用サービス事務担当者会議（藤女子大学） 

令和元年 6月 5日 北海道地区大学図書館協議会幹事館会議（北海道大学） 

令和元年 6月 20日～6月 21日 第６６回国立大学図書館協会総会（ホテルグランヴィア岡山：岡山大学） 

令和元年 6月 26日 第１回附属図書館運営委員会（TV会議） 

令和元年 7月 18日～7月 19日 第５０回国立教育系大学図書館協議会研究部会（上越教育大学） 

令和元年 8月 21日 北海道地区大学図書館協議会幹事館会議（ホテルライフォート札幌） 

令和元年 8月 21日 第６９回北海道地区大学図書館協議会総会（ホテルライフォート札幌：札幌医科大学） 

令和元年 9月 18日～9月 20日 第２回附属図書館運営委員会（メール会議） 

令和元年 10月 18日 第５２回国立教育系大学図書館協議会総会（愛知教育大学） 

令和元年 11月 22日 令和元年度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） 

令和 2年 1月 22日 第３回附属図書館運営委員会（TV会議） 

令和 2年 1月 22日 北海道地区大学図書館協議会幹事館会議（北海道大学） 

令和 2年 1月 24日～1月 28日 第４回附属図書館運営委員会（メール会議） 

令和 2年 3月 4日 北海道地区大学図書館協議会幹事館会議（北海道大学） 

令和 2年 3月 27日～3月 30日 第５回附属図書館運営委員会（メール会議） 

 

３． 各種研修等の受講状況 

研 修 名 開催日 主催・会場 受講者数 

第６２回北海道地区大学図書館職員 

研究集会 
令和元年8月2日 

北海道地区大学図書館協議会 

会場：北海道医療大学 

札幌館2名 

旭川館1名 

釧路館1名 

岩見沢館1名 

２０１９年度北海道教育大学事務職員 

海外語学研修 

令和元年9月1日～

27日 

北海道教育大学 

会場：Cebu Blue Ocean Academy 
札幌館1名 

第６０回北海道図書館大会 
令和元年9月4日 

～5日 

北海道図書館連絡会議・北海道立図書館 

会場：札幌市教育文化会館 

札幌館3名 

函館館1名 

令和元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 

令和元年9月12日～

13日 

国立大学図書館協会北海道地区協会 

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 

旭川館1名 

２０１９年度図書館等職員著作権実務 

講習会 

令和元年9月26日～

27日 

文化庁 

会場：京都大学 
岩見沢館1名 

北海道地区私立大学図書館協議会 

２０１９年度第２回業務研究会 
令和元年10月25日 

北海道地区私立大学図書館協議会 

会場：藤女子大学 
札幌館1名 

北海道地区私立大学図書館協議会 

２０１９年度第３回業務研究会 
令和元年12月6日 

北海道地区私立大学図書館協議会 

会場：札幌国際大学 
札幌館2名 

国立大学図書館協会地区協会助成事業北海道

地区協会令和元年度企画事業「明日から実践

できる！図書館職員のための英語講座」 

令和2年2月14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 

旭川館1名 


