
第１９回ビジネス・ライブラリアン講習会 

安城開催のお知らせ 

 

令和元年 9月 

主催：ビジネス支援図書館推進協議会 

共催：安城市（安城市図書情報館） 

 

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 月に設立しました。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もあります。 

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、より専門的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。そして前回の

第 18 回（東京開催）終了時で、修了生は 480 名を超えました。修了生は、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つくりあげられた受

講者と講師、及び受講者同士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

重要な情報基盤となっています。そこで、初日講義終了後の懇親会にも参加していただくことを

前提にお申し込みください。 

今年度は、安城市との共催で、平成 29 年 6 月オープンの安城市図書情報館のある複合施設・

安城市中心市街地拠点施設「アンフォーレ」を会場に開催いたします。 

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。 

http://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 

初日 令和 2 年 2 月 17 日（月） 

午前 9 時 30 分 

～午後 6 時 30 分 

※懇親会 

安城市中心市街地拠点施設 

「アンフォーレ」 

2 日 令和 2 年 2 月 18 日（火） 
午前 9 時 30 分 

～午後 7 時 10 分 
     〃 

3 日 令和 2 年 2 月 19 日（水） 
午前 9 時 30 分 

～午後 5 時 20 分 
     〃 

※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情報基盤となっていま

す。そこで、初日講義終了後の懇親会には原則として全員に参加していただきます。 

また、前日の 2 月 16 日(日)14 時 30 分から安城市図書情報館共催の公開講座が開講されます。

【別紙をご参照ください】この公開講座は、第 19 回ビジネス・ライブラリアン講習会の一環と

位置付けています。そこで、強制ではありませんが、教育効果を高めるために原則として参加す

ることを前提としてお申し込みください。 

＜募集人員＞ 

最低実施人員を 20 名とします。 

＜受講資格＞ 

① ビジネス支援図書館の推進及び活性化に意欲をもっていること。（原則として会費を自己負

担して本協議会に入会して、学ぶ意欲のある方。） 

② 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。 

③ 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

ョンができること。 

＜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 9 日（木）までに銀行振込といたします。 

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＞ 

① 当協議会ホームページにある申し込みフォームからお申し込みください。 

② お申し込み後、受付完了の自動返信メールをお送りしています。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 申込期限は 11 月 21 日（木）までとします。 

なお、11 月 29 日（金）までに受講の可否をご連絡いたします。 

※ 申し込みが極端に多い場合は、受講理由及び活動実績、また自主的に（自費で）参加し

ている点などを勘案し当協議会で受講者を決定させていただきます。 



＜テキスト＞ 

テキストにつきましては、一昨年まで冊子にして提供していました。しかし、当講習会の主旨

としてデジタル環境をできるだけ活用することを謳っており、テキストにつきましてもこれに沿

った運用にいたします。具体的には、クラウドからパソコンやタブレット等にダウンロードして

活用していただくか、プリントアウトしてご持参ください。 

なお、講師の著作権の関係で、講習当日の内容に違いがでる場合があります。その点はご容赦

ください。 

  「テキスト」のデータ取得の方法については、受講決定後にご連絡をいたします。 

＜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び提出さ

れた修了レポート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 「ビジネス・レファレンス演習問題（余野講師）」（受講決定後課題をお送りします）。 

② 「ワークショプの課題（小林講師等）」（受講決定後課題をお送りします）。 

③ 「研修効果を高めるための事前課題（竹内講師）」（受講決定後課題をお送りします） 

④ 「自己紹介（プロフィールシート）」（受講決定後、すぐにフォーマットをお送りします）。

提出されたプロフィールは、参加者及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。） 

   なお、事前課題及びプロフィールシート等は、1 月 6 日（月）までに提出してください。 

＜問い合わせ先及び受講申し込み先＞ 

ビジネス支援図書館推進協議会事務局 担当：荒谷 孝 

  E－mail：jbla@fffakita.com   

＜講習会場のご案内＞ 

  安城市中心市街地拠点施設「アンフォーレ」（安城市図書情報館） 

     住所：〒446-0032 愛知県安城市御幸本町 12 番 1 号 

     TEL：０５６６－７６－６１１１（安城市アンフォーレ課） 

     http://anforet.city.anjo.aichi.jp/ 

＜宿泊について＞ 

宿泊につきましては、各自で手配してください。【別紙をご参照ください】 



＜第 19 回ビジネス・ライブラリアン講習会－カリキュラム＞ 

初日（2 月 17 日 月曜日）  ＊講師及び講習内容は都合で変更になる場合があります。 

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師（敬称略） 

オリエンテーショ

ン 

9:30 

～9:50 

主催者挨拶 

共催者挨拶（安城市） 

受講ガイダンス 

常世田良（立命館大学・BL 協議会理事長） 

岡田知之（安城市図書情報館館長） 

齊藤誠一（千葉経済大学短期大学部・BL

協議会副理事長） 

公共図書館員の意

識改革（Ⅰ） 

9:50 

～11:10 

図書館におけるビジネス支援サー

ビス概論 

竹内利明（電気通信大学・BL 協議会会長） 

実践力養成（Ⅰ） 11:20 

～12:30 

【実践事例】広島市立中央図書館

におけるビジネス支援サービス 

土井しのぶ（広島市立中央図書館・BL 協

議会理事） 

昼食    

ビジネス支援概論

（Ⅰ） 

13:30 

～14:50 

ＡＬＡジャパン・セッションへの

取組手法とビジネス支援の動向 

（ディスカッションを含む） 

豊田恭子（北海学園大学・BL 協議会副理

事長） 

土井しのぶ（前出） 

実践力養成（Ⅱ） 15:00 

～16:20 

【実践事例】札幌市図書・情報館

のビジネス支援サービス 

淺野隆夫（札幌市図書・情報館館長） 

企画力・発表力養

成（Ⅰ） 

 

 

16:40 

～18:30 

ワークショップ－各自で行った事

前課題の紹介 

小林隆志（鳥取県立図書館・BL 協議会副

理事長） 

伊東直登（松本大学松商短期大学部・BL

協議会理事） 

山崎博樹（IRI 知的資源イニシアティブ・

BL 協議会副理事長） 

懇親会 

全員参加の懇親会を行います。終了は 20 時 30 分を予定しています。（懇親会参加費：3,000 円程度） 

2 日目（2 月 18 日 火曜日） 

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

ビジネス情報源の

活用法（Ⅰ） 

9:30 

～11:30 

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 

余野桃子（東京都立中央図書館・BL 協議

会理事） 

アシスタント：齊藤誠一（前出） 

昼食＋情報提供 11:30 

～13:00 

（１）交渉中 

（２）交渉中 

賛助会員 2社と交渉中 

ビジネス支援概論

（Ⅱ） 

13:00 

～14:30 

図書館員のためのマーケティング

＆アンケート調査入門 

石川浩一（日本能率協会総合研究所・BL

協議会理事） 

ビジネス情報源の

活用法（Ⅱ） 

14:50 

～16:20 

ビジネスデータ検索のための情報

源とその活用法 

伊藤正啓（日本能率協会総合研究所 MDB） 

企画力・発表力養

成（Ⅱ） 

 

16:40 

～19:10 

ビジネス支援サービスの企画と展

開 

－ワークショップ－前半 

小林隆志（前出）、伊東直登（前出） 

山崎博樹（前出） 

アドバイザー：田村俊作（元慶應義塾

大学・BL 協議会理事） 

 



3 日目（2 月 19 日 水曜日） 

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

ビジネス情報源の

活用法（Ⅲ） 

9:30 

～10:30 

ビジネス支援に適した資料・情

報・専門図書館とは？ 

結城智里（機械振興協会経済研究所・BL

協議会理事） 

齊藤誠一（前出） 

ビジネス支援概論

（Ⅲ） 

10:50 

～12:20 

ビジネス支援のための PR 講座 

（事例紹介を含む） 

島津英昌（社会医療法人祥和会広報担当・

BL 協議会理事） 

昼食    

企画力・発表力養

成（Ⅲ） 

 

13:20 

～15:20 

ビジネス支援サービスの企画、ま

とめ、発表 

－ワークショップ－後半 

小林隆志（前出） 

伊東直登（前出） 

山崎博樹（前出） 

アドバイザー：田村俊作（前出） 

公共図書館員の意

識改革（Ⅱ） 

15:30 

～16:50 

再考：図書館員の意識改革 

（まとめとして） 

常世田良（前出） 

研修総括 

 

17:00 

～17:20 

修了レポートの説明 

閉講挨拶 

伊東直登（前出） 

竹内利明（前出） 

 

 

 



ビジネス・ライブラリアン講習会申込書（HP 上のフォームをご利用ください） 

ビジネス支援図書館推進協議会事務局 行      E-mail：jbla@fffakita.com 

受付担当：荒谷 孝 

竹内会長連絡先：090-7000-0720 

募集案内を熟読し、記載内容を了解した上で申し込みます。  申込日：     月   日 

お名前（ふりがな）                （             ） 

性別・年齢 男・女   20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳以上  ○で選択してください。 

所  属  

住  所 〒 

                       （ 自宅 ・ 職場 ） 

TEL （ 自宅 ・ 職場 ） 

FAX （ 自宅 ・ 職場 ） 

メールアドレス  

受講料の支払い 私費・公費                 ○で選択してください。 

協議会会員 会員・会員同時申し込み・非会員       ○で選択してください 

初日講習終了後の懇親会（会費 3 千円予定）に 参加 ・ 不参加  ○で選択してください。 

  ※本講習会は人脈作りを重視しています。そのためにも懇親会にはご参加ください。 

＜受講理由及び本講習会で学びたいこと＞ 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

＜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、図書館協会等外

部での活動実績等＞ 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

※ 全項目について、もれなくご記入ください。  

※ 申し込み：11 月 21 日（木）までに E メールで申し込んでください。 

※ 受講の可否につきましては、11 月 29 日（金）までに、E メールでご連絡いたします。 



＜第 19 回ビジネス・ライブラリアン講習会公開講座＞ 

グローバル化の流れの中、 

図書館でのビジネス支援を考える 
 

 

○日 時 2020 年 2 月 16 日（日）14:30～18:00 

○会 場 安城市アンファーレ本館ホール 

○参加費 無 料 

○定 員 200 名（先着順） 

○申込み 令和 2 年 1月 6 日(月)から受付を開始します。※BL 講習会受講者を優先 

【氏名･所属･住所･連絡先、及び、講座終了後の図書館見学希望の有無】を、 

電話･メール･FAX のいずれかで、安城市アンフォーレ課までご連絡ください 
○連絡先 安城市アンフォーレ課（図書情報館）図書サービス係 

電話 0566-76-6111、FAX0566-77-6066、E-メール tosyo@city.anjo.lg.jp 

○主 催 ビジネス支援図書館推進協議会（BL 協議会） 

○共 催 安城市 

 

＜プログラム＞ 
14:00 開場 

 14:30 開演 主催者挨拶（神谷学安城市長） 

 14:40～16:20【100 分】 

  アメリカ図書館協会全国大会ジャパン･セッションへの取り組み 
   豊田 恭子（北海学園大学・BL 協議会理事） 

   土井 しのぶ（広島市立中央図書館・BL 協議会理事） 

 16:20～16:30（休憩 10 分） 

 16:30～17:10【40 分】 

  安城市でのビジネス支援‐商工課と図書館の連携による挑戦 
   岡田 知之（安城市図書情報館館長）【15 分】 

   二村 康輝（安城ビジネスコンシェルジュ・チーフコーディネーター）【25 分】 

 17:15～17:55【40 分】 

  パネルディスカッション「公共図書館での課題解決支援サービスを考える」 
   パネラー：豊田恭子（前出）、土井しのぶ（前出）、岡田知之（前出）、二村康輝（前出） 

   ファシリテーター：竹内利明（電気通信大学・BL 協議会会長） 

 18:00～ 安城市図書情報館見学会【閉館後の図書情報館を約 40 分でご案内】 

 

※ 講師の都合等で内容を変更する場合があります。 



交通・宿泊のご案内 

※電車運賃及び宿泊料金は、令和元年 8 月現在の目安の金額です。 

《新幹線でお越しの場合は》 

・「のぞみ」で名古屋まで来て、在来線の「快速」に乗り換えが便利です。 

・名古屋―(快速・新快速・特別快速で約 25 分)―安城【470 円】 

※「こだま」で三河安城下車の場合は、在来線「岡崎行き普通」に乗り換え 1駅【140 円】です。 

 

《中部空港セントレアからは》 

・名鉄電車で「金山」まで来て、JR の「快速」に乗り換えが便利です。 

・中部国際空港―(名鉄特急で約 35 分)―金山―(JR 快速で約 20 分)―安城【810 円+470 円】 

※30 分に 1本の「特急ミュースカイ」は、金山まで 25 分程と最速ですが、【指定席料+360 円】が

必要です。 

 

【JR 安城駅からの道順】 

・安城駅からアンフォーレまでは徒歩で約 5分

です。改札を出たら「南口」に降りてくださ

い。 

・線路沿いに駅前交番の前を西に進み、突き当

りの「自転車駐輪場」を左折して横断歩道を

渡り、「市営駅西駐車場」に沿って【南吉スト

リート】をまっすぐ南に 150m ほど進みます。 

・最初の信号交差点「御幸本町西」角のガラス

張りの大きな建物が『アンフォーレ』です。 

 

【市内宿泊施設のご案内】 

・安城市内の主な宿泊施設は、JR 安城駅周辺に 2軒、安城駅から 1駅名古屋寄り【片道運賃 140

円】の三河安城駅周辺に 9軒程、名鉄新安城駅周辺に 1軒です。 

地区 ホテル名 住所 電話 素泊まり料金目安 

安城駅周辺 ①スーパーホテル安城駅前 明治本町 2-2 0566-76-9000 4,800 円～ 

 ②ふじや旅館【和室のみ】 御幸本町 6-7 0566-76-2631 4,300 円～ 

三河安城駅周辺 ③ＡＢホテル三河安城本館 三河安城町 1-16-17 0566-79-3010 5,700 円～ 

 ④ＡＢホテル三河安城新館 三河安城町 1-9-13 0566-79-0700 5,400 円～ 

 ⑤ＡＢホテル三河安城南館 三河安城南町 1-1-5 0566-77-6005 5,300 円～ 

 ⑥東横イン三河安城駅南口 1.2 三河安城南町 1-15-12 0566-72-1045 6,000 円～ 

 ⑦ホテルグランドティアラ安城 三河安城南町 1-8-11 0566-72-1122 7,000 円～ 

 ⑧ドーミーイン EXPRESS 三河安城 三河安城本町 1-1-3 0566-71-5489 5,190 円～ 

 ⑨ホテルリブマックス三河安城駅前 三河安城南町 1-1-20 0566-71-4430 2,700 円～ 

 ⑩ホテルトレンド三河安城 三河安城町 1-9-9 0566-74-7006 4,000 円～ 

名鉄新安城駅周辺 ⑪ホテルアベスト新安城駅前 東栄町 1-7-3 0566-98-8711 6,000 円～ 
 


