
 
国立国会図書館国際子ども図書館 

平成 29 年度 学校図書館セット貸出しのご案内 
 
国立国会図書館国際子ども図書館では、学校図書館に対する支援の一環として、外国語の原書を

含む児童書等を貸し出す「学校図書館セット貸出し」を行っています。 
 セットは「国際理解」をテーマとし、子どもたちが本を通して世界の国々や人々への理解と共感

を深められるよう、世界の国・地域に関する資料、現地で親しまれている昔話や絵本など、幅広い

分野の資料で構成されています。1 セットは約 40 冊です。学校図書館での展示や読み聞かせ、国際

理解の学習教材として、どうぞご利用ください。 

 

１. 利用できる施設  

学校図書館及びこれに準ずる施設 
 

２. セットの種類  

別紙 「セット種別・内容」をご覧ください。 
 

３. 貸出期間・受付期間 

各学期の貸出期間・受付期間は下表のとおりです。 
 貸出期間 受付期間 

1 学期 平成 29 年 5 月 23 日（火） 
～7 月 11 日（火） 

平成 29 年 4 月 1 日（土） 
～4 月 21 日（金） 

2 学期 
前半 平成 29 年 8 月 22 日（火） 

～10 月 10 日（火） 平成 29 年 6 月 1 日（木） 
～6 月 21 日（水） 

後半 平成 29 年 10 月 27 日（金） 
～12 月 15 日（金） 

3 学期 平成 30 年 1 月 18 日（木） 
～3 月 8 日（木） 

平成 29 年 11 月 1 日（水） 
～11 月 21 日（火） 

※貸出期間には、往復の移送に要する日も含みます。 

 

４. 貸出料  

無料。ただし、資料の返却に係る費用（送料等）は各学校の負担となります。 
なお、資料の梱包には 3 辺の長さの合計が 120cm 以内の通い箱 1 箱を使用します。 

＜参考料金表＞ 

学校の所在地 ゆうパック基本料金 

東京都内 ¥1,340 
東北・関東・中部 ¥1,400 

近畿 ¥1,500 
中国・四国 ¥1,610 
北海道 ¥1,720 
九州 ¥1,820 
沖縄 ¥1,940 

※詳しくは日本郵便ホームページ等でご確認ください。 
※上記は例示です。運送会社を指定するものではありません。 



 
 
 

５. 申込方法 
 

「学校図書館セット貸出し予約申込票」に必要事項を記入し、学期ごとに設定された受付

期間内に、FAX でお送りください。 

 各学期用の予約申込票を使用してください。予約申込票は国際子ども図書館ホームペー

ジに掲載しています。 
 受付期間内に届いた予約申込みを有効とします。 
 予約申込みは 1 校につき各学期 1 件まででお願いしております。 

ただし、中高一貫校や小中併置校はその限りではありません。 

                  

貸出可能数を上回る予約申込みがあった場合は、抽選を行い、貸出校を決定します。 

 

予約申込受付期間の終了後 10 日以内に、申込みされた全ての学校に、FAX で貸出しの可

否を通知します。 

 

貸出し可となった学校には、学校長の公印を押した貸出申込書を、郵送でご提出いただき

ます。 
 貸出申込書は、予約申込後に、国際子ども図書館から送付します。 
 貸出申込書の提出を受け、国際子ども図書館からセット本体と承認書をお送りします。 

 

６. 利用に当たっての注意 

 貸出可能数を上回る申込みがあったセットは、抽選で貸出校を決定します。抽選結果によ

っては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 
 貸出期間初日に、当館から資料を発送します。当館（東京都台東区）からの距離によって

は、学校に到着するまでに数日かかる場合があります。 
 資料の返却は、貸出期間最終日までに当館に到着するようにご送付ください。 
 資料は学校内でご利用ください。校外への持ち出しはできません。 
 破損･紛失等は速やかにご連絡ください。破損の場合は当館で補修します。紛失の場合は

相当物の納付又は損害の賠償を求めることがあります。 
 

 
 
 
 

＜問合せ先＞ 
国立国会図書館 国際子ども図書館 児童サービス課 児童サービス企画係 
 電話  ： 03-3827-2065（直通）  
 FAX ： 03-3827-2043 
 http:/ /www.kodomo.go.jp/promote/school/rent/ index.html 



（別紙） 
学校図書館セット貸出し セット種別・内容 

 
 どのセット種別でも小学校から高等学校までご利用いただけます。 
 各セットに含まれる書名リスト及び資料解題（内容）は、次の国際子ども図書館のホームペー

ジをご覧ください。http://www.kodomo.go.jp/promote/school/rent/list.html 
 

セット種別 セットの内容 

世界を知る 
セット 

小学校低学年向 

世界各国・地域の絵本が中心のセット。英語やヒンディー語、ドイ

ツ語などの絵本も含まれている。 
人気セット 貸出可能数を上回る申込みがあった場合、抽選で貸出校を決定します。

予めご了承ください。 

小学校高学年向 

世界各国・地域を知るための知識の本が中心のセット。英語やヒン

ディー語、ペルシャ語などの絵本も含まれている。 
人気セット 貸出可能数を上回る申込みがあった場合、抽選で貸出校を決定します。

予めご了承ください。 

東アジア 
セット 

小学校高学年向 
韓国、中国などの絵本や昔話とともに、東アジアを知るための知識

の本で構成されたセット。中国語、朝鮮語などの絵本も含まれている。 
中学校向 

東南アジア・南ア

ジアセット 

小学校高学年向 タイ、インドなどの絵本や昔話とともに、東南アジア・南アジアを

知るための知識の本で構成されたセット。タイ語やシンハラ語（スリ

ランカ）などの絵本も含まれている。 中学校向 

ヨーロッパ 
セット 

小学校低学年向 ヨーロッパの絵本や昔話、物語のセット。英語やドイツ語、ハンガ

リー語、フランス語などの絵本も含まれている。 

小学校高学年向 ヨーロッパを知るための知識の本が中心のセット。英語やドイツ語、

オランダ語などの絵本も含まれている。 

北欧セット 
小学校高学年向 スウェーデンやノルウェーなどの絵本や昔話、物語とともに、北欧

を知るための知識の本で構成されたセット。デンマーク語、スウェー

デン語などの絵本も含まれている。 中学校向 

中東・アフリカ 
セット 

小学校高学年向 
エジプト、トルコなどの絵本や昔話とともに、中東・アフリカを知

るための知識の本で構成されたセット。ペルシャ語、ヘブライ語など

の絵本も含まれている。中学校での使用も可能。 

カナダ・アメリカ

セット 

小学校高学年向 
カナダ、アメリカの絵本や昔話とともに、北米を知るための知識の

本で構成されたセット。英語の絵本も含まれている。 
中学校向 

中南米セット 
小学校高学年向 メキシコ、ブラジル、チリなどの絵本や昔話とともに、中南米を知

るための知識の本で構成されたセット。スペイン語やポルトガル語の

絵本も含まれている。 中学校向 

オセアニア・南

極・北極セット 

小学校高学年向 オーストラリア、ニュージーランドなどの絵本や昔話とともに、オ

セアニア・南極・北極を知るための知識の本で構成されたセット。英

語の絵本も含まれている。 中学校向 

 



 
 
（別紙 参考） 
 
 

国際子ども図書館の「学校図書館セット貸出し」を使って 

読書郵便しませんか？ 
 

 

 

 

 
お勧めの本を紹介する手紙で、子どもたちから子どもたちへ 

“読書の輪”を広げます。 
 

 
借りたセットの中から、子どもたちがお気に入りの本や勧めたい本を選びます。

次に、同じセットを借りる学校の子どもたちに向けて、その本を紹介する手紙

を書きます。（手紙の形式は自由） 
 
セット返送時、本が入っていた箱に手紙を同封します。 
 
同封された手紙は、国際子ども図書館が次に同じセットを借りる学校へ、

セットの本と一緒にお届けします。 
 
 
 
＜ご利用に当たって＞ 
 
 予約申込みの後、「貸出申込書」提出の際に、読書郵便の希望の有無をお尋ねします。 
 
 手紙は、セット貸出しの箱に同封して、そのままお届けします。手紙への返事の有無

等は、手紙を受け取った学校により異なりますので、予めご了承ください。 
 
 この読書郵便での国際子ども図書館の役割は、最初の手紙を届ける郵便局です。手紙

の内容に関するやり取りは、利用校同士でお願いいたします。 
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