
平成２２年度国立大学図書館協会地区協会助成事業報告書（九州地区） 
 

地区名 九州地区（主担当大学：九州大学） 
事業名 「Library Lovers」キャンペーン 
事業目的・趣旨 【事業目的】 

 九州地区では、企画・運営・事後評価を通じて職員のスキル向上を図ることを目的とし

て、助成事業に応募する事業そのものを加盟館の若手職員が中心となり、企画および事業

運営を行った。主なスケジュールは以下のとおりである。 

 

・21 年 12 月：事業方針の承認及び参加職員の募集 

・22 年 1 月：企画検討 WG メンバーの決定 

・22 年 2 月：地区助成事業企画案の募集 

・22 年 2-3 月：WG メンバーから提案された企画案の選定 

・22 年 4 月：九州地区国立大学図書館協会総会での承認 

・22 年 5 月：WG 会議の開催（実施内容の決定と役割分担等）（於：九州大学附属図書館）

・22 年 6-11 月：メーリングリストを活用した議論、企画立案 

・22 年 8-11 月：キャンペーンの準備および運営（学生コンテストの開催、LLW 開催） 

・22 年 11 月-：事後評価の実施(予定) 

 

【企画内容の趣旨】 

このキャンペーンは、2010 年が国民読書年に制定されていることから、大学図書館にお

いても学生に図書館の存在を再認識してもらい、図書館利用の促進、来館者数増加をは

かることを目的とする。また、公私立大学にも呼びかけることにより、九州地区全体で連携し

た取り組みを展開することは、図書館への注目度を高め、かつキャンペーン中の各大学独

自のアイデアを自館にフィードバックすることもでき、今後のサービス向上に有効である。 

実施内容 秋の読書週間期間(10 月 27 日～11 月 9 日)を「Library Lovers’ Week」とし、

以下の活動を行なった。 
【参加館合同企画】「オススメの 1 冊」学生コンテスト 
学生から「オススメの 1 冊」を挙げてもらい、それを紹介するコメントを募集

するもの。5 つのテーマ（勉強の合間に読みたい本、就活に役立つ本、無人島

に１冊だけ持っていく本、新入生に読んでほしい本、ほっと癒される本）を設

け、募集した。応募コメントは九州地区における参加館内及びキャンペーンホ

ームページから人気投票を行った。その結果、上位となった図書を各館で購入

し（採否は各館に委ねた）、コメントとともに展示した。 
 ・実施スケジュール 

コメント募集：9 月 6 日～10 月 13 日 
   応募作の展示および人気投票：10 月 1 日～10 月 17 日 
   人気投票結果発表：10 月 27 日 
   人気投票上位 10 位の図書・コメント展示：10 月 27 日～11 月 9 日 
 ・応募件数：333 件、人気投票数：1,649 票（館内、HP 投票合計） 
 
【参加館オリジナル企画】 
「Library Lovers’ Week」期間中、各館でそれぞれ独自のイベントを行なった。

（別紙のとおり） 
 



【広報等】 
・ポスターの作成 （B2 版・100 枚 参考：欄外写真） 
 各大学において館内、各学部掲示版、生協等に 9 月から掲示し、キャンペーンの周 

知に活用した。 

・キャンペーンオリジナルグッズの作成 
 （エコカイロ 360 個、マグネットブックマーク 2,000 個 参考：欄外写真）

 ポスターとともに、学生の目をひきつける広報手段としてオリジナルグッズ

を作成した。学生コンテストの応募者へのプレゼントのほか、参加館のオリ

ジナル企画での特典として、キャンペーンの PR に有効に活用した。 
・キャンペーンホームページ（8 月 12 日から公開） 

  キャンペーン概要、開催館一覧、学生コンテスト応募フォーム・結果発表等

（アクセス数 8,904 件、11 月 30 日時点） 
  URL：http://llw.lib.kumamoto-u.ac.jp/  
・ブログ「Library Lovers 日誌」 

キャンペーン期間中の取り組み、参加館の紹介等。また準備段階から各担当

の進捗状況等も掲載し、オープンな雰囲気を作るようにした。 
URL：http://librarylovers2010.blog135.fc2.com/ 

 ・ブクログ 
  学生コンテスト応募コメント、WG メンバーの「オススメの１冊」を登録し、

紹介した。（計 342 冊） 
  URL：http://booklog.jp/users/librarylovers 
・Twitter（アカウント：library_lovers） 
キャンペーン全体のリアルタイムな情報発信の手段として開設した。WG メ

ンバーも web 担当を中心に個人でアカウントを作成し、キャンペーンおよ

び自館の状況等についてメッセージを発信した。キャンペーンのハッシュタ

グは「#llw2010」。 
  URL：http://twitter.com/library_lovers 
 
【公私立大学への参加呼びかけ】 
九州地区大学図書館協議会加盟館の公私短期大学図書館にキャンペーンへの 
参加を呼びかけた。公私短期大学図書館には参加しやすいよう参加の度合いを

以下の 3 つに分けて募った。 
（1）ポスター掲示、キャンペーンホームページ、ブログへの参加（13 館） 
（2）（1）の内容および自館においてオリジナル企画の実施（6 館） 
（3）（2）の内容および「オススメの 1 冊」学生コンテストの参加（0 館） 
※括弧内は公私立大学の参加館数 

 
【その他】 
 ・文部科学省の後援を得たほか、「2010 国民読書年」ホームページの「イベン

ト情報」に掲載を依頼した。 
 URL：http://www.kokumindokusyo.mext.go.jp/event/#kyu 

事業への意見・感

想等 

○ キャンペーンに対する利用者の声 

・自分の好きな本を友人に話したら、あまり周りには知ってる人がいなくて知名

度が低かった。POP を書くことで、たくさんの人にこの本を知ってもらえたら

…と思って応募した。（学生） 

・しおりもらいました！すごく可愛いです！いろんなイベント楽しみにしてま



す。（学生） 

・毎年このような企画をしてほしい（学生） 

・図書館は正直、地味な印象があったが、このような取り組みがあることを知り

面白そうだと思い参加した。（学生） 

・図書館が好きなので、他の大学（図書館）でのイベントがわかるサイトがあれ

ばいいと思っていた。（学生） 

・グッズを配布することは、今までの図書館ではないことなので良いことである。

（教員） 

・”九州”内のイベントというのが、ちょうどいい。（教員） 

 

○キャンペーンに参加して（職員の感想等） 

・九州地区の大学図書館の職員が一丸となって、1つの企画をやり遂げたことは

とても有意義だった。この企画を遂行するために集まった人脈やノウハウなど

は、今後の企画・運営などにも充分活かせると思われます。 

・図書館全体の企画として、スタッフが協力してくれて、改めて感謝の念を持て

た。 

・本学での実施にあたり、スタッフの業務負担を考えながら段取りや役割分担等

を考える等、日頃行えない企画運営の訓練ができた。 

・今後も定期的に行いたい、という意見が、複数のスタッフから寄せられた。 

・WG で決まったことを館内にしっかり周知しないと「誰も知らない」というこ

とになりかねず、ある意味責任感が培われました。自分の書いた企画を実施す

るというのもはじめての経験でした。 

参加館 参加館数：30 館（国立大学 11 館、公私立大学 19 館） 
経費 執行額：286,804 円 

 内訳： キャンペーン用ポスター45,000 円、オリジナルグッズ 228,354 円 
     ポスター・グッズ送料 13,450 円 

 

参考：キャンペーンポスター(左)とオリジナルグッズのエコカイロ(右上)、ブックマーク(右下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

参加館一覧およびオリジナル企画 

参加館名 オリジナル企画（空欄は企画なし） 

九州大学附属図書館 ・LLW 貸出特典～3回借りてプチ Happy～  

・きゅうとくんを探せ！図書館スタンプラリー  

・図書館を駆使せよ！～調べ物達人への道～  

・豆本づくりワークショップ  

・図書館職員のお仕事紹介 ～Voice～  

・図書館員の本棚  

・Book Lovers ～資料を長く保存するために～ (展示) 

福岡教育大学附属図書館   

九州工業大学附属図書館 ・「オススメの 1冊」コンテスト in 九工大 

・みんな図書館へ行こう！図書館好き℃No.1 は誰だ！？ 

佐賀大学附属図書館 ・佐賀大学附属図書館さらりーず（学生選書）ブログ 

・佐賀大生のコンテスト応募作と学生選書委員さらりーずメンバー選

書本の展示 

長崎大学附属図書館 ・学生選書ツアー 

・企画展示『図書館職員オススメの 1冊』 

・学生リクエスト特別企画キャンペーン 

・他キャンパス図書の巡回サービス 

大分大学学術情報拠点 ・大分大学選！おすすめの本 

熊本大学附属図書館 ・学生選書ツアーで学生の選んだ図書の展示 

・貴重資料展「若き日の細川幽斎」および公開講演会「永青文庫所蔵

の信長文書の魅力」 

宮崎大学附属図書館 ・「オススメの 1冊学生コンテスト」宮大生トップ 10  

・○○オススメ！「学生に読んでもらいたい本」  

・しおり工房（ワークショップ） 

・思い綴り（メッセージノート） 

鹿児島大学附属図書館 ・鹿児島大学教員のおすすめ本 100 冊 

・「オススメの 1冊」学生コンテスト 鹿大優秀作品表彰 

鹿屋体育大学附属図書館   

琉球大学附属図書館 ・先生方のオススメ本  

・図書館ベストリーダー  

・図書館職員オススメの本  

・ワークショップ「文芸作品を声で読む」－Reading in Voice のすす

め－  

・図書館職員によるリコーダーアンサンブル  

・豆本作りワークショップ 

筑紫女学園大学・短期大学部附属図書館 ・ブクログ筑女の本棚 

・学生図書委員の選書図書 180 冊の POP の掲示 

・ブクログについての LibraryNAVI（ライブラリー・ナビ） の配布 

久留米大学附属図書館   

九州共立大学附属図書館   

聖マリア学院大学図書館 ・選書ツアー 

・教員オススメ図書の展示 

・読書感想文の募集 

北九州学術研究都市学術情報センター   

福岡女子大学附属図書館   

九州国際大学図書館 ・わたしの好きな本～Favorite Book コンテスト～ 

・Cafe de KIULi 

長崎県立大学佐世保校附属図書館   



別紙 

別府大学附属図書館   

立命館アジア太平洋大学ライブラリー  

熊本学園大学図書館 ・あなたの知っている熊本を教えてください！ (展示) 

・熊本って面白い！？（展示） 

・熊本を切り取ってみたら・・・ （展示） 

・映画・ドキュメンタリーで感じる熊本の力 

・映像でつづる熊本５０年 

・フォトコンテスト 

九州看護福祉大学附属図書館 ・教職員おすすめ本の展示 

・好きな本の会～お気に入りの本をみんなに紹介しよう～  

・ビデオ上映会  

・廃棄雑誌配布  

・雑誌附録配布 

熊本県立大学学術情報メディアセンター図書館   

崇城大学図書館   

東海大学附属図書館熊本・阿蘇図書館   

熊本保健科学大学附属図書館   

宮崎公立大学附属図書館   

宮崎学園図書館 (宮崎国際大学・宮崎学園短期大学)  

名桜大学附属図書館   

 


