
平成 21 年 6 月 5日 

平成 20 年度ビジネス支援図書館推進協議会事業報告 

 

ビジネス支援図書館推進協議会 

 

（１）総会・理事会 

   ・総 会 平成 20 年 6 月 7日（土）  霞ヶ関ナレッジスクエア  

   ・理事会 平成 21 年 2 月 10 日(日)  霞ヶ関ナレッジスクエア 

 

（２）イベント・研修事業 

①平成 20 年度第 94 回全国図書館大会（9月 18 日～19 日）兵庫大会 

実施日：9月 19 日（金）  

会 場：神戸市（神戸学院大学ポートアイランドキャンパス） 

テーマ：第 16 分科会「ビジネス支援サービスの現在と未来」 

・基調講演：「ビジネス支援サービスの設計と運営」 

 池谷 のぞみ氏（Palo Alto Research Center  Research Scientist） 

・基調報告：「ビジネス支援図書館全国アンケート（2008 年 7 月実施）から」 

   山崎 博樹（秋田県立図書館副主幹） 

・ビデオレター 

   菅谷 明子（ビジネス支援図書館推進協議会顧問） 

・パネルディスカション：「ビジネス支援サービスの成果を語る」 

   竹内 利明（ビジネス支援図書館推進協議会会長・電気通信大学客員教授） 

   滑川 貴之（新宿区立角筈図書館主事） 

    「図書館における相談業務の可能性」 

   野崎 文隆（商業デザイナー） 

    「「もろこし」の由来で差別化における企業革新」 

   沢田 克也（株式会社沢田防災技研代表取締役） 

   山田 強（地方独立行政法人鳥取県産業技術センター企画管理部企画室） 

    「図書館初の商品開発 シャッターガード商品化の道のり」 

 

②第 10 回図書館総合展（11 月 26 日～28 日） 

  実施日：11 月 28 日（金） 

会 場：パシフィコ横浜 

テーマ：「ビジネス支援サービスの新たな可能性を探る－アンケートと事例報告」 

  ・アンケート結果報告 

    山崎 博樹（秋田県立図書館副主幹） 

  ・事例報告 



    ①栗原 要子氏（小山市立中央図書館）「農業支援サービス」 

    ②岩永 知子氏（岐阜市立中央図書館）「ファッションライブラリー」 

    ③田村 行輝氏（神奈川県立図書館）「ビジネス上の法律支援」 

 

③平成 20 年度ＴＲＣライブラリー・アカデミー ビジネスライブラリアン講習会 

 ◎「ビジネス支援サービスにチャレンジしよう」 

・ 講習期間：平成 20 年 12 月 2 日（火）から平成 21 年 1 月 27 日（火）までの 6回 

・ 講習時間：午後 6時 30 分から 9時まで（講習時間 2時間 30 分） 

・ 講習場所：ＴＲＣ本社セミナールーム 

・ 参加者：１３名 受講修了者：１０名 

・ 講習内容 

講習日 講習内容 講師 

12 月 2 日（火） ①ＢＬ講習会の位置づけと獲得目標 

 

②公共図書館とビジネス支援 

・齊藤誠一（千葉経済大学短期大学

部准教授・ＢＬ協議会副理事長） 

・竹内利明（電気通信大学客員教授・

ＢＬ協議会会長） 

12 月 9 日（火） 創業・経営支援の基礎知識 ・広田実（中小企業診断士） 

12 月 16 日（火） ビジネス情報源の基礎知識 ・余野桃子（東京都立図書館） 

1 月 13 日（火） 実践報告 

①鳥取県立図書館の実践報告 

②新宿区立図書館の実践報告 

 

・小林隆志（鳥取県立図書館） 

・滑川貴之（新宿区立角筈図書館）

1 月 20 日（火） ビジネス・レファレンス演習※ ・余野桃子（東京都立図書館） 

1 月 27 日（火） ビジネス支援図書館 

－ワークショプ－及びプレゼンテーション 

・山崎博樹（秋田県立図書館） 

 

④第７回ビジネスライブラリアン講習会 

・開催期間：平成 21 年 2 月 21 日（土）～23 日（月） 

・会場：東京都（ＡＶＣＣ 霞ヶ関ナレッジスクエア） 

・参加者：21 名（参加者メンバー：下記図書館より） 

福岡県立図書館  広島市立中央図書館  小山市立中央図書館 

福井県立図書館  鳥取県立図書館（2名）  静岡県立図書館 

葛飾区立葛飾図書館 埼玉県立浦和図書館         山口県立山口図書館 

津山市立図書館      嘉麻市立山田図書館              柏市立図書館 

国立国会図書館      青森県立図書館                  東京都立日比谷図書館 

茨城県立図書館      新宿区立中央図書館（2名）   幸田町立図書館 

福島県いわき市立いわき総合図書館   

・平成 20 年 4 月 30 日付けで 19 名の受講生に「第７回ビジネスライブラリアン講習会修了

証」を交付。１名再審査中。１名は不合格。 

・講習内容 



初日（1 日目）  

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

オリエンテーショ

ン 

9：00～ 

9：20 

受講ガイダンス 

本講習での獲得目標 

斎藤誠一（千葉経済大学短期大学部

准教授・ＢＬ協議会副理事長） 

公共図書館員の意

識改革（Ⅰ） 

9：20 

～10：50 

公共図書館員の意識改革 常世田良（日本図書館協会事務局次

長・ＢＬ協議会理事長） 

ビジネス支援概論

（Ⅰ） 

11：00 

～12：30 

公共図書館のビジネス支援 竹内利明（電気通信大学客員教授・

ＢＬ協議会会長） 

事例紹介 13：30 

～14：50 

まちの図書館でビジネス支援

をはじめる 

杉西恭子（朝霞市立北朝霞分館館

長） 

実践力養成講座

（Ⅰ） 

15：00 

～19：00 

図書館の武器としてのパスフ

ァインダー作成講座 

小澤弘太（国立国会図書館・ＢＬ協

議会理事） 

2 日目    

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

ビジネス支援概論 

（Ⅱ） 

9：00 

～10：30 

図書館員のための経済入門 松永 明（経済産業省製造産業局自

動車課長・ＢＬ協議会理事） 

ビジネス情報源の 

活用法（Ⅰ） 

10：40 

～12：40 

ビジネスデータ検索のための

基礎知識 

折間賢一（日本能率協会総合研究所

第 3 情報サービス室長） 

ビジネス情報源の 

活用法（Ⅱ） 

13：40 

～15：40 

ビジネスに役立つ情報源とビ

ジネスレファレンスの実務Ⅰ 

余野桃子（東京都立多摩図書館・Ｂ

Ｌ協議会監事） 

ビジネス情報源の 

活用法（Ⅲ） 

15:45 

～16:45 

ビジネスに役立つ情報源とビ

ジネスレファレンスの実務Ⅱ 

国立国会図書館職員（交渉

中） 

実践力養成講座

（Ⅱ） 

17：00 

～19：00 

演習「ビジネス･レファレンス

演習－課題発表と比較検討」 

余野桃子（前出） 

３日目      

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

公共図書館員の意

識改革（Ⅱ） 

9:00 

～10:25 

ビジネス支援図書館経営論Ⅰ 

－「組織力と人材育成」－ 

豊田高広（静岡市立御幸町図書館・

ＢＬ協議会理事） 

公共図書館員の意

識改革（Ⅲ） 

10:35 

～12:00 

ビジネス支援図書館経営論Ⅱ 

－「図書館のＰＲを考える」－

山崎博樹（秋田県立図書館・ＢＬ協

議会副理事長） 

企画力・発表力養

成 

 

13:00 

～16：45 

ビジネス支援図書館 

－「ワークショプ及びプレゼン

テーション」－（途中休憩） 

小林隆志（鳥取県立図書館・ＢＬ協

議会理事） 

研修総括修了 ～17:00 修了論文の説明 斎藤誠一（前出） 

 

（３）全国アンケート調査事業 

平成 20 年 7 月に全公立図書館にビジネス支援サービスアンケート調査を実施：843 館が回答 

実施館 192 館、準備中・計画中 13 館、検討中 78 館、未実施 85 館、未検討 475 館 
平成 18 年 2 月回答状況 

  実施館 121 館、準備中・計画中 47 館、検討中 145 館、未実施 56 館、未検討 685 館 


