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第一号議案  平成２２年度事業報告の承認について（案） 

 

（１）総会・理事会等 

   ・総 会 平成 22 年 5 月 28 日（金）  科学技術振興機構（ＪＳＴ）東京本部会議室 

       平成 21 年度事業報告及び決算報告の承認 

       平成 22 年度事業計画及び予算の決定 

       平成 22 年度役員の決定 

   ・理事会 平成 22 年 11 月 25 日(木)  パシィフィコ横浜 

   ・第１回ビジネスライブラリアン中級講習会準備会 

       平成 22 年 6 月 21 日（月）  マーケティングデータバンク 

       平成 22 年 7 月 12 日（月）       〃 

       平成 22 年 7 月 26 日（月）       〃 

（２）イベント・研修事業 

①第９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 3 月 5日～7日 

・ 開催場所：日本図書館協会研修室 

・ 参加者 18 名  参加者の所属は下記のとおり 

埼玉県立浦和図書館  葛飾区立立石図書館  東京都立中央図書館 

横浜市教育委員会緑図書館  新潟市立石山図書館 新宿区立中央図書館 

葛飾区立図書館      広島市立東図書館 横手市立中央図書館 

成田市立図書館       所沢市立所沢図書館    葛飾区立お花茶屋図書館 

国立国会図書館       土浦市立図書館        八街市立図書館 

宮崎県立図書館       いわき総合図書館   市川市中央図書館 

・ 修了状況：現在 14 名の審査終了、全員可。残り４名は震災の関係で猶予中。 

・ 講習内容：以下のとおり 

ビジネスライブラリアン講習会－カリキュラム 

初日（3 月 5 日 土曜日）   

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 

9：00～ 

9：10 

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） 

公共図書館員の意

識改革（Ⅰ） 

9：10 

～10：10 

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） 

10：20 

～11：20 

公共図書館のビジネス支援 竹内利明（電気通信大学特任教授・

ＢＬ協議会会長） 

公共図書館員の意

識改革（Ⅱ） 

12:20 

～13:40 

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（田原市図書館長・ＢＬ協

議会理事） 

事例紹介 13：50 

～14：50 

自治体内部との連携によるビ

ジネス支援サービス 

小町邦彦（立川市行政管理部部長）
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実践力養成（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） 

※受講生と講師・運営スタッフとの交流会を実施（会費 3,000 円）。 

2 日目（3 月 6 日 日曜日）   

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） 

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 

長井良平（日本能率協会総合研究

所） 

ビジネス情報源の 

活用法（Ⅱ） 

13：40～ 

 

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（東京都立図書館・ＢＬ協

議会監事） 

実践力養成（Ⅱ） ～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）アドバイザー常世

田良、齊藤誠一、山崎博樹 

３日目（3 月 7 日月曜日）      

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

事例紹介 9:00 

～10:25 

まちの図書館でビジネス支援

をはじめる 

滑川貴之（新宿区地域振興課・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）アドバイザー常世田良、齊

藤誠一、余野桃子、山崎博樹 

研修総括 

修了 

16:45 

～17:00 

修了論文の説明 齊藤誠一（前出） 

②第１回ビジネスライブラリアン中級講習会の開催（図書館振興財団助成事業） 

・ 開催日：平成 23 年 1月 23 日～24 日 

平成 23 年 3 月 19 日～20 日（震災の関係で延期） 

・ 開催場所：日本図書館協会研修室 

・ 参加者 11（15）名（グループ参加１団体） 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（４名） 高知県立図書館 

山口県立山口図書館  宇佐市民図書館  葛飾区立お花茶屋図書館 

潮来市立図書館       川崎市立図書館         岩手県紫波町企画課 

リクルートドクターズキャリア事業統括部       宇都宮市立東図書館 

・ 講習内容（前半のみ、後半は震災の関係で平成 23 年度に延期）：以下のとおり 

ビジネスライブラリアン中級講習会－カリキュラム 

第 1 回（１月２３日－日曜日）  

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 

13：00～ 

13：20 

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） 
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ビジネス支援概論 13：20 

～14：50 

日本におけるビジネス支援サ

ービスの可能性 

安藤晴彦（内閣官房内閣参事官・Ｂ

Ｌ協議会理事） 

ビジネスレファレ

ンス技能 

15：00 

～17：00 

ビジネスレファレンスに対す

る新たな思考法（レファレンス・コ

ンクールの結果を踏まえて） 

余野桃子（東京都立図書館・ＢＬ協

議会理事）・山田祥之（ＶＩＣ） 

・古賀知憲（ＶＩＣ） 

地域特性及びビジ

ネスニーズの把握 

17：10 

～19：00 

ビジネスニーズを把握するためのアプ

ローチ手法①「コーチングと他の

コミュニケーション･アプロー

チ」（体験学習含む） 

諏訪茂樹（東京女子医科大学看護学

部人文社会科学系准教授） 

受講生と講師・運営スタッフとの交流会を実施（会費 3,000 円）。 

第 2 回（１月２４日－月曜日）   

講義領域 講義時間 講習タイトル 講 師 

地域特性及びビジ

ネスニーズの把握 

9:00 

～10:10 

ビジネスニーズを把握するためのアプ

ローチ手法②「アンケート調査法」

石川浩一（日本能率協会総合研究

所・ＢＬ協議会理事） 

〃 10:20 

～11:50 

ビジネスニーズを把握するためのアプ

ローチ手法③「インタビュー調査

法」 

石川浩一（日本能率協会総合研究

所・ＢＬ協議会理事） 

交渉能力・プレゼ

ンテーション能力

の開発 

13:00 

～17:00 

ビジネス連携及びビジネス情

報ニーズ把握のシミュレート 

山崎博樹（秋田県立図書館・ＢＬ協

議会副理事長）・豊田恭子（ＢＬ協

議会理事） 

③平成 22 年度産学官連携推進会議「科学・技術フェスタ」への参加 

   ・開催日：平成 22 年 6 月 5日 

   ・開催場所：国立京都国際会館 

・内容：「ビジネス支援図書館推進協議」のブースを設置、ＰＲ活動を行う 

   ・参加者：鳥取県立図書館小林隆志理事・大原幸恵司書、森田歌子理事 

④第 12 回図書館総合展への参加 

・日程：平成 22 年 11 月 24 日（水）～26 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 

⑤レファレンス・コンクール表彰式の実施 

   ・日程：平成 22 年 11 月 25 日   

   ・場所：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルブッフェダイニング  

   ・内容：レファレンス・コンクール各賞受賞者の表彰式 

 

（３）調査事業 

①全国アンケート調査 

全国の公立図書館にビジネス支援に関するアンケート調査を実施する。 

現在、集計中。12 月のシンポジウムで発表。 
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  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 

    いままでのＢＬ講習会修了生に対してアンケート調査を行う。 

現在、集計中。12 月のシンポジウムで発表。 

 

（４）広報事業 

  ①メールマガジンの発行 

   メルマガ６号 平成 22 年 5 月 17 日発行 

   メルマガ７号 平成 22 年 7 月 20 日発行 

   メルマガ８号 平成 22 年 9 月 17 日発行 

   メルマガ９号 平成 22 年 11 月 15 日発行 

   メルマガ 10 号 平成 23 年 1 月 14 日発行 

  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』として発行（平成 22

年７月）・配布 

 

（５）図書館デジタルコンテンツ流通促進プロジェクト事業について 

総務省の委嘱事業として、ＢＬ協議会及び日本ユニシス（株）が受諾した。 

事業の一環として開催された図書館におけるデジタルコンテンツ利活用検討委員会は 

次の５回開催され、鎌倉市での電子書籍に関する実証実験事業、先進国の調査及び 

[公立図書館における電子書籍利活用ガイドライン] の作成を行った。 

  開催日：平成２２年１１月１８日、１２月２２日 

      平成２３年１月２５日、２月２２日、３月２３日 

  開催場所：日本図書館協会 

  出席者：常世田理事長、山崎副理事長、国立国会図書館、日本書籍出版、国立情報学 

      研究所、日本ユニシス、ミクニプランニング、総務省 


