第 7 回ビジネス・ライブラリアン講習会
東京開催のお知らせ
平成 20 年 11 月
主催：ビジネス支援図書館推進協議会
ビジネス支援図書館推進協議会は、ビジネス支援図書館の創出を支援することを目的と
して、平成 12 年 12 月に設立されました。そしてその設立目的のとおり、協議会の活動を
とおして、ビジネス支援図書館は普及してきました。現在では、全国の多くの公共図書館
にビジネス支援サービスが導入され、活発な活動が行われています。また、現時点では未
実施である図書館の中にも、実施に向けて動き始めている館が数多くあります。協議会の
調査では、全国の公共図書館で、現在すでにビジネス支援サービスを実施している館は 192
館、現在実施に向けた検討・計画・準備段階にある館は 91 館あります（本年 7 月時点）。
上記のように、ビジネス支援図書館の数は順調に増加していますが、公共図書館職員の
現状を見た場合、ビジネス支援に対する知識、技術やセンスは、要求されるレベルに達し
ているとは言えません。ビジネスに関連する情報提供は、よりシビアな対応が求められる
ため、図書館員の専門的な知識、技術、経験、そして柔軟な発想力の向上が急務です。従
来の図書館員の延長線上にありながら、新たな時代の新たな図書館員像を確立することを
求められているのが、ビジネス・ライブラリアンであると言えます。
このような問題意識から、当協議会では、図書館員のビジネス支援スキルを高めること
を目的に、「ビジネス・ライブラリアン講習会」を平成 16 年より実施してまいりました。
そして、これまでの 6 回の講習会で、計 126 名の修了者を世に送り出しました。彼らは、
全国各地の図書館で、ビジネス支援のリーダーとして活躍しています。また、講習会をき
っかけに形成される、受講者と講師の人的ネットワークも、ビジネス支援サービスを展開
するうえでの重要なインフラとなっています。
当協議会では、今年度も上記講習会を下記のとおり開催いたします。各地の図書館でビ
ジネス支援のリーダーとなる、意欲的な方の参加をお待ちしています。
※ビジネス支援図書館推進協議会の概要についてはこちらの HP をご参照ください。
www.business-library.jp

講習会の概要
＜開催日時及び場所＞
開催期日

開催時間

開催会場

午前９時

初日

平成 21 年 2 月 21 日（土）

2日

平成 21 年 2 月 22 日（日）

3日

平成 21 年 2 月 23 日（月）

～午後７時

霞ヶ関ナレッジスクエア

午前９時
～午後７時
午前 9 時
～午後 5 時

〃

〃

＜募集人員＞
２０名（最低実施人員 16 名）
＜受講資格＞
ビジネス支援図書館の推進および活性化に意欲をもっていること。
（結果として会
費を自己負担してでも本協議会に入会して、学ぶ意欲があることを求めます。）
パソコンの基本操作、インターネット情報の基本的な検索ができること。
事務局から連絡可能なＥメールアドレスがあり、電子メールでスムーズにコミュ
ニケーションできること。
＜受講料＞
３０，０００円
（原則として受講決定者は、ビジネス支援図書館推進協議会への入会をお願いします。）
当協議会の会員は２７，０００円となります。
（受講申請と同時に当協議会に入会申請をした場合も会員価格が適用されます。
）
支払い期日：私費の場合・・・＜１月３１日(木)までに銀行振込＞
（公費の場合・・・請求書を事前に郵送しますので、所定の様式等がある場合は、受講
決定時にお知らせください。）
＜受講申込及び申込期限＞＊申込期間が変更になりました。
① 講習会申込書により、Ｅメールの添付ファイルにてお申込み後、確認のため更にＦAX
でもご送付ください。
② 申し込み後、申し込み確認の E メールを３日以内に差し上げます。確認メールが届か
ない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
③ 申込期間は平成２０年１１月１８日（火）から１２月２２日（月）平成 21 年１月６
日（火）までとします。
なお、１月７日（水）までに受講の可否をご連絡いたします。
※

申し込みが募集定員を超えた場合は、受講理由及び活動実績等－自館で実現した事業
提案や自主的に（自費で）参加した研修などを記した講習申込書により当協議会理事会
で受講者を決定させていただきます。

＜修了認定＞
原則として３日間の講習をすべて受講し、最終日のプレゼンテーションの内容審査及
提出された修了論文の審査に合格した方には当協議会より修了証を交付いたします。
＜事前課題＞
① パスファインダー作成講座事前課題の提出（受講決定後課題をお送りします。）
② ビジネス・レファレンス演習問題の提出（受講決定後課題をお送りします。）
③ 事前配布資料の通読（１月１５日までに資料をお送りします。）
④ 自己紹介（プロフィール）シートの提出（受講決定後、すぐにフォーマットをお送
りしますので１月３１日までに提出してください。提出されたプロフィールは、参
加者および研修講師スタッフに公開して、ネットワーキングに使います。）
＜問い合わせ先及び受講申し込み先＞
電気通信大学

竹内研究室内

担当：高田・竹内

TEL・FAX：042－441－1525

Ｅ－ｍａｉl： jbla@kikou.uec.ac.jp
＜講習会場のご案内＞
東京都千代田区霞ヶ関３－２－１

霞ヶ関ナレッジスクエア

Tel 03-3239-1121

ビジネス・ライブラリアン講習会－カリキュラム
初日（1 日目）
講義領域

＊講師及び講習内容は都合で変更になる場合があります。
講義時間

オリエンテーショ 9：00～
9：20

ン

公共図書館員の意 9：20
識改革（Ⅰ）

受講ガイダンス

講

師

斎藤誠一（ＢＬ協議会副理事長）

本講習での獲得目標
公共図書館員の意識改革

～10：50

ビジネス支援概論 11：00
（Ⅰ）

講習タイトル

常世田良（日本図書館協会事務局次
長・ＢＬ協議会理事長）

公共図書館のビジネス支援

～12：30

竹内利明（電気通信大学客員教授・
ＢＬ協議会会長）

昼食休憩
事例紹介

13：30

まちの図書館でビジネス支援

～14：50 をはじめる
実 践 力 養 成 講 座 15：00
（Ⅰ）

杉西恭子（朝霞市立北朝霞分館館
長）

図書館の武器としてのパスフ 小澤弘太（国立国会図書館・ＢＬ協

～19：00 ァインダー作成講座

議会理事）

一日目終了後受講者と講師・運営スタッフの参加者交流会を会費 3000 円で実施します。
2 日目
講義領域

講義時間

ビジネス支援概論

9：00

（Ⅱ）

～10：30

講習タイトル
図書館員のための経済入門

講
松永

師

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

10：40

活用法（Ⅰ）

～12：40 つ情報収集手法

究所第３情報サービス室長）

ビジネス情報源の

13：40

余野桃子（東京都立多摩図書館・Ｂ

活用法（Ⅱ）

～15：40 ジネスレファレンスの実務Ⅰ

Ｌ協議会監事）

ビジネス情報源の

15:45

ビジネスに役立つ情報源とビ

長崎理絵（国立国会図書館職

活用法（Ⅲ）

～16:45

ジネスレファレンスの実務Ⅱ

員）

ビジネスデータ「探索」に役立 折間賢一（日本能率協会総合研

昼食休憩

実 践 力 養 成 講 座 17：00
（Ⅱ）

ビジネスに役立つ情報源とビ

演習「ビジネス･レファレンス 余野桃子（前出）

～19：00 演習－課題発表と比較検討」

３日目
講義領域

講義時間

公共図書館員の意 9:00
識改革（Ⅱ）

～10:25

公共図書館員の意 10:35
識改革（Ⅲ）

～12:00

講習タイトル
ビジネス支援図書館経営論Ⅰ
－組織力と人材育成－
ビジネス支援図書館経営論Ⅱ
－図書館のＰＲを考える－

講

師

豊田高広（静岡市立御幸町図書館・
ＢＬ協議会理事）

山崎博樹（秋田県立図書館・ＢＬ協
議会理事）

昼食休憩
企画力・発表力養 13:00
ビジネス支援図書館
小林隆志（鳥取県立図書館・ＢＬ協
成
－ワークショプ及びプレゼン
議会理事）
～16：45
テーション－
研修総括

16:45

修了

～17:00

修了論文の説明

斎藤誠一（前出）

※ パスファインダー作成講座及びワークショップは、グループに分けて実施します。

