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第一号議案  平成 23年度事業報告の承認について 

 

（１）総会・理事会等 

   ・総 会 平成 23年 6月 4日（土）  日本図書館協会研修室 

         平成 22年度事業報告及び決算報告の承認 

         平成 23年度事業計画及び予算の決定 

         平成 23年度役員の決定 

         会則の変更 

   ・理事会 平成 23年 11月 27日(日)  新潟市立中央図書館         

   ・事務打ち合わせ 平成 23年 6月 28日（火） 電気通信大学竹内研究室 

            平成 24年 2月 14日（火）    〃 

 

（２）イベント・研修事業 

①第１回ビジネスライブラリアン中級講習会後半 

 ・開催日：平成 23年 6月 4～5日 

・開催場所：日本図書館協会研修室 

・受講者：9名（震災の影響により 2名が不参加）参加者の所属は下記のとおり 

  新潟市立中央図書館   鳥取県立図書館    リクルートドクターズキャリア 

  高知県立図書館     山口県立山口図書館  宇佐市民図書館 

  葛飾区お花茶屋図書館  川崎市立図書館    紫波町企画課公民連携室   

 ・修了状況：9名に修了証を交付する。 

 ・講習内容：下記のとおり 

○第 1回ビジネスライブラリアン中級講習会後半－カリキュラム 

3回目（６月４日－土曜日）      

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

交渉能力・プレゼンテ

ーション能力の開発 

13:00 

～16:30 

実践演習課題の中間発表と評価 山崎博樹（秋田県立図書館・当

協議会副理事長） 

ビジネスレファレンス

サービスの知識・技術

の開発 

16:40 

～19:00 

実践的ビジネス情報の入手方法 

 

豊田恭子（当協議会理事） 

※受講生と講師・運営スタッフとの交流会 

４回目（６月５日－日曜日） 

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

ビジネスレファレンス

サービスの知識・技術

の開発 

9:00 

～12:00 

オンラインデータベース活用講座

及び実習 

小山由美子（日本能率協会総合

研究所） 

交渉能力・プレゼンテ

ーション能力の開発 

13:00 

～16:40 

ワークショップ 豊田恭子（前出） 
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研修総括 

修了 

16:45 

～17:00 

修了論文の説明 齊藤誠一（千葉経済大学短期

大学部・当協議会副理事長） 

 

②第 10回ビジネスライブラリアン講習会の開催 

・ 開催日：平成 23年 11月 25日～27日 

・ 開催場所：新潟市立中央図書館 

・ 参加者 27名  参加者の所属は下記のとおり 

豊島区立目白図書館  立川市中央図書館     塩尻市立図書館 

大田区立大森図書館  上田情報ライブラリー   新宿区立角筈図書館 

広島市立中央図書館     鳥取県立図書館      機械振興協会経済研究所 

長岡市立中央図書館（2名） 高知県立図書館      秋田県立図書館（2名） 

宮崎県立図書館       広島県立図書館      国立国会図書館 

東京都立図書館       九州経済調査協会     埼玉県立浦和図書館 

岡山県立図書館       新潟市立中央図書館    新潟市立新津図書館 

新潟市立山の下図書館    新潟市立潟東図書館    新潟県立図書館 

新潟市生涯学習センター図書館 

・ 修了状況：27名に修了書を交付する。 

・ 講習内容：以下のとおり 

第 10回ビジネスライブラリアン講習会－カリキュラム 

初日（11月 25日 金曜日）   

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 

10：00～ 

10：20 

受講ガイダンス 

本講習での獲得目標 

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） 

ビジネス支援概論

（Ⅰ） 

10：20 

～11：40 

ビジネス支援サービスの設計

と運用 

田村俊作（慶応義塾大学教授・ＢＬ

協議会理事） 

昼食休憩    

ビジネス支援概論

（Ⅰ） 

12：40 

～13：40 

公共図書館におけるビジネス

支援サービスの視点 

竹内利明（電気通信大学特任教授・

ＢＬ協議会会長） 

実践力養成講座

（Ⅰ） 

13：50 

～15：00 

企画を実現させるためのプレ

ゼンテーション技法 

森田歌子（ＢＬ協議会理事） 

実践力養成講座

（Ⅱ） 

15：10 

～19：00 

ビジネス・レファレンスの実務

及び「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（東京都立中央図書館・Ｂ

Ｌ協議会理事） 

 

受講生と講師・運営スタッフとの交流会 

2日目（11月 26日 土曜日）   

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 

図書館員のためのマーケティ

ング入門 

石川 浩一（日本能率協会総合研

究所・ＢＬ協議会理事） 
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ビジネス情報源の 

活用法 

10：40 

～12：40 

ビジネスデータ検索のための

基礎知識 

長谷川玲（日本能率協会総合研究

所） 

昼食    

公共図書館員の意

識改革（Ⅰ） 

13：40 

～14：50 

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） 

実践力養成講座

（Ⅲ） 

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） 

オプション 19：00 

～20：00 

ほんぽーと新潟市立中央図書

館見学 

祖父江陽子（新潟市立中央図書館） 

３日目（11月 27日 日曜日）      

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） 

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Ⅰ 

－「組織力と人材育成」－ 

豊田高広（田原市立中央図書館・Ｂ

Ｌ協議会理事） 

昼食    

企画力・発表力養

成 

 

13：00 

～16：45 

ビジネス支援図書館 

－「ワークショップ及びプレゼ

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） 

アドバイザー（予定） 

常世田良、竹内利明、齊藤誠一 

余野桃子、山崎博樹、森田歌子 

研修総括 

修了 

16：45 

～17：00 

修了論文の説明 齊藤誠一（前出） 

 

③第 13回図書館総合展への参加 

・日時：平成 23年 11月 9日（水）～11日（金） 

・場所：パシフィコ横浜 

・内容：ポスターセッションへの参加とプレゼンテーション 

    ＢＬ協議会のＰＲ及び図書館海援隊のサッカー連携事業等の紹介 

 

④産学官民!!情報ナビゲーター交流会の開催 

  ・日時：平成 23年 11月 11日（金）午後 4時 30分より 

  ・場所：機械振興会館 6 階会議室 

  ・主催：ビジネス支援図書館推進協議会 

      一般財団法人機械振興協会 

  ・共催：社団法人情報科学技術協会 

      社団法人日本図書館協会 

・内容：（1）ミニプレゼン 

 ①「情報支援機関の連携に期待するもの」安藤晴彦（内閣参事官） 



 4 

 ②「鳥取県立図書館のビジネス支援サービス」高橋真太郎（鳥取県立図書館） 

 ③「国際ビジネスの専門図書館－ジェトロ・ビジネスライブラリー」 

                長島麻子（日本貿易振興会） 

    ④「神奈川県資料研究会の活動」石原眞理（神奈川県立図書館） 

    ⑤「知財総合支援窓口について」小林龍雄（特許庁） 

    ⑥「BIC ライブラリーのリニューアルと今後のサービスについて」 

                   結城智里（一般財団法人機械振興協会経済研究所） 

    ⑦「ビジネス支援図書館推進協議会の取組み」齊藤誠一（千葉経済大学短期大学部） 

      （2）情報交換会 

  ・参加者：105 名 

 

⑤シンポジウム「ビジネス支援サービス・今までとこれから」の開催 

  ・日時：平成 23年 12月 17日午後 2時～5時 

  ・場所：学習院女子大学 2号館 

  ・主催：・ビジネス支援図書館推進協議会 

      ・科学研究費補助研究「利用者ニーズに適合した公共図書館サービスモデルの構

築」研究チーム（代表：田村俊作慶應義塾大学教授） 

・内容：報告 1「ビジネス支援サービスの設計と運営の実際」 

発表：池谷のぞみ（慶應義塾大学）、コメント：竹内比呂也（千葉大学） 

      報告 2「ビジネスライブラリアン講習会受講生の意識」 

発表：山崎博樹（秋田県立図書館）、コメント：小林隆志（鳥取県立図書館） 

      報告 3「ビジネス支援サービスの実施状況」 

        発表：田村俊作（慶応義塾大学）、コメント：竹内利明（電気通信大学） 

      フリーディスカッション  

         

（３）調査事業 

①全国アンケート調査（三回目）の集計と発表 

平成 22年度に行った公立図書館におけるビジネス支援に関するアンケート調査を

まとめ、発表を行った。発表については、平成 23年 12月 17日のシンポジウムの中で

実施した。 

  ②ビジネスライブラリアン講習会修了生へのアンケート調査の集計と発表 

平成 22年度に行ったＢＬ講習会修了生に対してアンケート調査をまとめ、発表を行

った。発表については、平成 23年 12月 17日のシンポジウムの中で実施した。 

 

（４）広報事業 

  ①メールマガジンの発行 

    メルマガ 11号 平成 23年 6月 30日発行 

    メルマガ 12号 平成 23年 7月 30日発行 

    メルマガ 13号 平成 23年 10月 15日発行 
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    メルマガ 14号 平成 24年 1月 17日発行 

・平成 23年度より編集委員を新たにし、発行回数を年 4回（1月・4月・7月・10月）

とし、それに沿って編集委員会（基本はメール対応）を行い、発行した。 

・新編集員：編集長－森田歌子、 

編集委員－余野桃子・奥山智靖・成田亮子・野沢敦・島津英昌 

  ②ビジネスレファレンス事例集の発行・配布（図書館振興財団助成事業） 

レファレンス・コンクールで行われたビジネスレファレンスをまとめ、『図書館員によ

るビジネス課題への回答事例集－図書館があなたの仕事をお手伝い』（平成 22年７月発

行）の配布を引き続き行った。 

 


