
第６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１９年１１月 
主催：ビジネス支援図書館推進協議会 
 

平成１２年１２月に設立されたビジネス支援図書館推進協議会の活動をとおして、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、

実施中および実施に向けて準備をしている図書館も数多く見られます。 
 しかし、公共図書館の現状を見た場合、ビジネス支援に対する図書館員の知識、技術やセ

ンスが不足していることは否めません。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、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。 
 このような背景を受けて、当協議会では、図書館員のビジネス支援スキルを高める講習会

を平成 16年より実施してまいりましたが、これまで５回の講習会に１００名の受講者を迎え、

現在各地の図書館でビジネス支援のリーダーとして活躍するとともに、この講習会で知り合

った受講者、講師のネットワークが有効に機能しています。 
今年は、年２回の開催を計画していましたが、講習会の企画を担当する理事も講師もボラ

ンティアで行なっている関係で、今年は異常に忙しく、１回しか開催できないことになりま

した。そこで、早めに募集を開始します。もし、応募者が非常に多いという場合は、年度末

または来年度の早い時期に再度開催することを検討したいと思いますが、現段階では２月の

１回開催の予定です。なお、受講者の選定は、申し込み順ではなく、応募書類に書かれてい

る、受講を希望する理由とこれまでの受講実績から、各地の図書館でビジネス支援のリーダ

ーとなることのできる可能性の高い意欲的な方を優先しますので、事前にご承知の上お申し

込みいただきますようにお願いいたします。 
※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 

初日 平成 20 年 2月 9日（土） 

午前９時 

～午後７時

港区虎ノ門琴平タワー23 階 
『三好内外国特許事務所』 
千代田区霞が関 3-2-1 

霞ヶ関コモンゲート西館 3 階 
『霞ヶ関ナレッジスクエア』

会場は上記に変更になりました 

     平成 20 年 2 月 10 日（日） 
午前９時 

～午後７時

     〃 

3 日 平成 20 年 2月 11 日（祝） 
午前 9 時 
～午後 5 時

    〃 

 ※ 計 25 時間の講習となります。 
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＜募集人員＞ 
 ２０名（最低実施人員 16 名） 

＜受講資格＞ 
① 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。） 
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＞ 
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１９年１１月１０日（土）から１２月１０日（月）までとします。 

なお、１２月２５日（火）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。 

＜事前課題と最終日のワークショップ課題＞ 
① 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） 
② 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） 
③ 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：奥・竹内 TEL・FAX：042－441－1525 
Ｅ－ｍａｉl： jbla@kikou.uec.ac.jp   

＜講習会場のご案内＞ 

 東京都港区虎ノ門１－２－８ 虎ノ門琴平タワー23 階 三好内外国特許事務所内会議室 
千代田区霞が関 3-2-1 霞ヶ関コモンゲート西館 3階 霞ヶ関ナレッジスクエア 
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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 

オリエンテーショ

ン 

9：00～ 
9：20 

受講ガイダンス 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） 

9：20～ 
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） 

昼食休憩 12：30 
～13：30 

昼食・各自弁当持参 

自己紹介・ネットワーキング 

常世田良・竹内利明ほか 

ビジネス支援概論 

（Ⅱ） 
13：30～
15：30 

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） 

ビジネス支援概論 

（Ⅲ） 
15：40～
17：30 

創業・経営支援の基礎知識 広田 実（中小企業診断士） 
 

実践力養成 17：40～
19：00 

「鳥取県立図書館ビジネス支

援実践のノウハウ」 
小林隆志（鳥取県立図書館課長・Ｂ

Ｌ協議会理事） 

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 講習タイトル 講 師 

ビジネス情報源の 
活用法（Ⅰ） 

9： 00～

10：30 
「ビジネスに役立つ情報源」Ⅰ

 
豊田恭子（ＮＴＴデータ・・ＢＬ協

議会理事） 

ビジネス情報源の 
活用法（Ⅱ） 

10：40～
12：10 

「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」

余野桃子（東京都立中央図書館）

昼食懇親会 12：10～
13：00 

昼食 

データベース紹介 

 

実践力養成・ビジ

ネスレファレンス 
13：00～
14：50 

演習「ビジネス･レファレンス

演習－課題発表と比較検討」 
齊藤誠一（前出） 

ビジネス支援概論

（Ⅳ） 
15：00～
19：00 

演習「ビジネス・シミュレーシ

ョンゲーム」 
株式会社 Gusiness（ギジネ

ス） 
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～ 
10:30 

「ビジネス支援図書館の今後

の課題と図書館員」 

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 
 

10:40～ 
16：30 

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（途中昼食・休憩）

豊田高広（静岡市立御幸町図書館・

ＢＬ協議会理事） 

研修総括 
修了 

16:30～ 
17:00 

修了論文の説明 齊藤誠一（前出） 

※ ワークショップは、グループに分けて実施します。 
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ビジネス・ライブラリアン講習会申込書 
 ビジネス支援図書館推進協議会 行     TEL・FAX：０４２－４４１－１５２５ 

    Ｅ－ｍａｉl：jbla@kikou.uec.ac.jp  
受付担当：電気通信大学・竹内研究室内－奥 

全項目について、もれなくご記入ください。      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

１日目講義終了後の交流会（会費３０００円）に 参加 ・ 不参加 ○で選択してください。

＜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など＞ 
                                       

                                        

                                        

                                       

                                       

                                       

                                        

                                       

※ 申し込み：１２月１０日（月）までＦＡＸ＆Ｅメールで申し込み（両方必要） 

※ 申し込みが定員の 20 名を超えた場合には、申込書の記入内容をもとに当協議会で選考し、受講者を決

定させていただきます。申し込みの先着順ではありませんので、予めご了承ください。 

※ 受講の可否につきましては、１２月２５日（火）までに、E メールでご連絡いたします。 

mailto:jbla@kikou.uec.ac.jp

