
広島県大学図書館協議会研修会履歴

年
度 第1回 第2回 第3回 第4回 その他行事
元 『大学図書館の当面する諸問題』（助言者：広

島修道大学・堀江良幸）
会場：広島電機大学・広島自動車工業短大

海上自衛隊第一術科学学校教育参考館 図書館業務の機械化Pt.4『NEC図書館管理
システム・逐次刊行物管理システム』（土
屋富雄）
会場：日本電気中国支社

創立20周年記念式典及び祝賀会
記念講演『｢読む｣と｢見る｣』（山陽女子短大・真下三郎）

2
3 図書館業務の機械化Pt.5『大学図書館システム

の導入とその活用について』　(日本電気・鈴
木正照他）
会場：広島情報シンフォニー

講演会『現代アメリカ大学図書館事情｝（T.H.Welch）
共催・会場：広島大学

4 講演会『文学の愉しみと文献学』（広島大学・
位藤邦生）
施設見学：広島大学附属中央図書館
会場：広島大学

『利用者援助：利用者の立場に立った文献検索を
中心として』（助言者:広島女学院大学・宇根洋
子）
会場：安田女子大学

講演会『図書館の現状と諸課題』（岡山大
学附属図書館事務部長・森岡祐二）
会場：広島大学

5 講演会『文献複写サービスの新たな展開』（学
術情報センター・甲斐重武）
会場：広島大学

講演会『海上保安業務の現状』（海上保安大学
校・広瀬肇）
施設見学：海上保安大学校図書館及び海上保安大
学校施設
会場：海上保安大学校

6 講演会『学術情報センターの概要と今後におけ
る学術情報の在り方』（学術情報センター・星
野雅英）
会場　広島大学

講演及び討議：相互協力
講師：堀江良幸（広島修道大学）
会場：広島修道大学

講演会『未来図書館に向けての一考察』
（広島市立大学・村山優子）
施設見学：広島市立大学附属図書館

7 講演会『ネットワーク時代における図書館学術
情報流通の行方』（学術情報センター・大場高
志）
施設見学：広島大学附属図書館中央館・西館
会場：広島大学

事例発表及び討議：視聴覚資料の取扱
会場：広島工業大学

8 講演会『大学図書館と著作権』（広島大学・黒
澤節男）
施設見学：福山平成大学附属図書館
会場：福山平成大学

事例発表及び討議「大学図書館とインターネッ」
ト
会場：安田女子大学

講演会『池田家文庫関係資料のデーター
ベース化』（岡山大学・森岡祐二）
共催・会場：広島大学

9 講演会『一人一人が輝く日々を』（元広島女学
院大学・宇根洋子）
施設見学：広島県立保健福祉短期大学附属図書
館・大学施設
会場：広島県立保健福祉短期大学

事例発表及び討議『中世における｢源氏物語｣流布
の一様相』（広島女子大学・西本寮子）
実務研修：大学の集書を考える
会場：広島女子大学

10 実務研修「電子情報と図書館―インターネット
活用法」
基調講演『大学における情報教育とインター
ネット』（近畿大学・高山智行）
会場：近畿大学工学部

講演会及び施設見学
講演『情報とメデイア』（安田女子大学・繰田智
晴）
施設見学：呉大学図書館ほか
会場：呉大学

11 実務研修「カウンター業務は今」
講師：広島大学・山中康行
会場：広島経済大学

講演会及び施設見学
講演『電子図書館の実像』（紀伊国屋書店・牛口
順二）
会場：福山大学

12 実務研修「目録業務は今」
講師：広島大学・土肥善嗣
会場：比治山大学

講演会及び施設見学
演題不明（岡山理科大学・後藤廣隆）
会場：広島文教女子大学

創立30周年記念式及び祝賀会
会場：メルパルク広島

13 実務研修「相互協力は今…！」
講師：広島大学・板垣護人
会場：日本赤十字広島看護大学

広島大学教科書コレクション記念講演並びに展示
会
講演『市民体験を語る』（東広島市区長連合会会
長・植田是賢）
講演『教科書コレクションの特色と画像データ
ベース化の意義』（広島大学大学院教育学研究科
教授・小原友行）
記念展示会

施設見学及び講演会
講演『ヨハネス・グーテンベルクと42行聖
書（丸善本の図書館長・富田修二）
会場：広島経済大学

14 講演会及び施設見学
『アナログ情報からデジタル情報』（安田女子
大学・繰田智晴）
日時：8月2日
会場：安田女子大学

実務研修「利用者教育は、今…」
講師：広島経済大学・西川英治ほか
日時：9月19日
会場：立志館大学

講演会「大学図書館と電子情報」
講演『電子情報の現在』（丸善学術ナビゲ
ション事業部副本部長兼ｅプロダクツ部
長・岩崎泰人）
日時：11月8日
会場：県立広島女子大学

15 講演会及び施設見学
『｢ブッシュの戦争｣とわたしたち』（広島修道
大学・菱木一美）
日時：9月4日
会場：広島修道大学

実務研修「図書館員は今－図書館員の専門性と
は」
講演：広島大学・倉田英子
日時：10月17日
会場：尾道大学
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16 実務研修「図書館員は今―戦略的図書館広報」

講師：広島大学・板谷茂
日時：9月13日
会場：広島国際学院大学

講演会『インターネット世界の中の大学図書館の
役割』（千葉大学・土屋　俊）
日時・9月28日
共催・会場：広島大学

講演会及び施設見学
講演『広島に置ける世界遺産教育の課題』
（広島女学院大学・宇吹暁）
日時：11月25日
会場：広島女学院大学

17 講演会及び施設見学
講演『欧米の病院建築』（日本国際大学医療福
祉学部・河口豊）
日時：9月2日
会場：広島国際大学

被爆60周年記念講演会
講演『アメリカによる原爆報道検閲の理由』
（Stockholm School of  Economics, 欧州日本研究

所・Monica Braw）

講演『戦後責任を考える―日本とドイツの比較か

ら』 (東京大学社会科学研究所・廣渡清吾)

ディスカッション進行･提言：（広島大学平和科
学研究センター長・松尾雅嗣）
日時：10月18日
共催･会場：広島大学

実務研修「学生の読書推進に向けて」
講演『主体的な読みの今昔』（広島市立沼
田高等学校・種谷克彦）
日時：11月4日
会場：広島工業大学

学術講演会『米国図書館職員のファカル
ティ・ステータスについて―その形成プロセ

スを考察する』(マサチューセッツ大学アーマ

スト校図書館・Sharon H. Domier)

日時：11月21日
共催・会場：広島大学

18 講演会
テーマ『学術情報の新しいチャネル-海外機関

リポジトリの動向をさぐる-』
報告４件，総括講演
日時：8月28日
共催・会場：広島大学

講演会及び施設見学
講演『近代文学研究と図書館・文学館』（広島大
学大学院文学研究科・有元伸子）
日時：9月19日
会場：近畿大学工学部

講演会『求められる図書館サービスとスタッフ・
デベロップメント』
講演『Roles and Identity : Staff Development at

Uppsala University Library』（ウプサラ大学図書

館・Sue Dodd）

講演『Staff Development in University Libraries

in Australia』（フリンダース大学図書館・Liz

Walkley Hall）
講演『ニュージーランドにおける大学図書館サー
ビスと図書館職員の養成について』(オークランド

大学図書館・Chie Emslie)

パネルディスカッション
日時：11月14日
共催･会場：広島大学

実務研修「どうする、どうなる、目録の未
来」
講演『目録今昔物語』（広島大学図書館部学
術情報企画課長・片山俊治）
日時：12月4日
会場：広島修道大学

19 <研修及び施設見学>
テーマ「機関リポジトリ」
1.「30分でわかる機関リポジトリ」（広島大学
図書館・尾崎文代・上田大輔）
2.「研究者からみた機関リポジトリ」（広島大
学留学生センター教授・玉岡賀津雄）
3.「一緒につくりましょう！広島県大学共同リ
ポジトリ」（広島工業大学附属図書館・森保信
吾）
日時：９月２５日
会場：広島大学図書館
１８大学４７名

<講演会>（広島大学と共催）
「機関リポジトリをめぐる諸問題－オープンアク
セスと著作権」
1.「単行書の公開と機関リポジトリへの期待」
（広島大学理学研究科教授・山崎勝義）
2.「機関リポジトリと著作権」（広島大学図書館
リポジトリアドバイザ・黒澤節男）
日時：１０月１０日
会場：広島大学図書館
１２大学５４名

<実務研修>
「図書館は今：図書館でのホットな取組」
事例発表　広島大学・比治山大学・広島修
道大学・広島文教女子大学・広島経済大学
日時：１１月２８日
会場：広島経済大学
１９大学３０名

20 <施設見学>
岡山県立図書館
日時：９月１７日
１４大学２３名

<実務研修>（DRF/ShaRe/国立情報学研究所と共
催）
「DRF/ShaRe地域ワークショップ（広島）」
1.機関リポジトリ実務担当者研修
2.「国立情報学研究所の機関リポジトリ支援戦
略」（国立情報学研究所・安達淳）
「NII学術機関リポジトリ構築連携支援事業」
（国立情報学研究所・杉田いづみ）
3.共同リポジトリ構築事例報告　埼玉地区・岡山
地区・山口地区・長崎地区・広島地区・山形地区
日時：１０月２９日－３０日
会場：広島大学図書館
３４機関６７名

<講演会・実務研修>「目録の基礎」
1.基調講演「図書館目録の伝統と近未来：
守るべきことと変えるべきこと」（帝塚山
学院大学准教授：渡邊隆弘）
2.パネルディスカッション
日時：１２月４日
会場：安田女子大学図書館
１９機関３５名

<講演会>（広島大学と共催）
「ワークショップ：新しい学術情報利用シス
テムを考える　大学における研究・教育活動
と電子リソース利用の現在」
1.「NII Goes Open!　新CiNii,新KAKEN,次世
代目録」（国立情報学研究所　大向一輝）
2.「書籍と学術論文の検索サービス：グーグ
ルブック検索とグーグルスカラー」（グーグ
ル・佐藤陽一）
3.「NDLデジタルアーカイブポータル(PORTA)
の現状と将来」（国立国会図書館関西館・柴
田昌樹）
4.「タクソノミー・キーワード検索、そして
フォークソノミー」（島根大学総合理工学
部・平川正人）
5.「社会連携事業における検索エンジンの利
用と期待」（岡山大学附属図書館・北條充
敏）
6.「学術情報マネジメント、ERMS、次世代
OPAC」（九州大学附属図書館・片岡真）
日時：１月２９日
会場：広島大学図書館
３１機関７１名
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21 テーマ「学生協働」

基調講演
「学生協働によって変わる図書館サービス：山
口大学総合図書館の実践」
岡田隆（山口大学学術情報課副課長）
事例報告：
田中千佳（広島大学）
津原有美子（広島修道大学）
田尾真理子（広島女学院大学）
日時：　平成21年10月2日（金）
場所：　比治山大学国信教育館

テーマ「情報リテラシー教育の質的向上を目指し
て」
基調講演
「指導サービスの超演出法ー学生の心を掴む５つ
のコツ」
仁上幸治（帝京大学総合教育センター准教授）

日時：平成21年11月20日（金）
場所：広島経済大学立町キャンパス

（国立大学図書館協会中国四国地区協会・
広島大学と共催）
平成21年度国立大学図書館協会地区助成事
業（中国四国地区）「情報リテラシー教育
担当者研修会」
基調講演：
「情報リテラシー教育の理念と方法」
野末俊比古（青山学院大学准教授）
講演：
「『文脈』で考える！情報リテラシー教
育」
上原恵美（大阪大学附属図書館）
グループ討議・発表

日時：平成22年1月21-22日
場所：広島大学中央図書館

22 日時・会場：　9月24日　広島経済大学メディ
アセンター
テーマ：「機関リポジトリ入門」
講演：「研究者・リポジトリ担当者として考え
ること」森岡信幸（広島大学）
講義：「機関リポジトリとは」松下真紀子（広
島市立大学）「共同リポジトリとHARP」渡辺さ
ゆり（日本赤十字広島看護大学）「CSIと
HARP」岡田浩典（広島経済大学）「コンテンツ
と著作権」濱知美（広島大学）報告：「尾道大
学のコンテンツ収集」渡邊徹（尾道大学）
実習：「メタデータ解説と登録実習」森保信吾
（広島工業大学）
参加：18機関37名

日時・会場：　9月29日　広島県情報プラザ第一
研修室
共催：広島県公共図書館協会
講演：「本の学校への道」永井伸和（今井書店グ
ループ会長）
参加：14機関29名 （公共図書館協会は除く）

日時・会場：　12月3日　広島市立大学　交
流ラウンジ
テーマ：図書館の学習支援機能の強化につ
いて
講演：「図書館の学習支援機能の強化につ
いて」 中林雅士（明治大学図書館）
報告：高橋弘子（広島大学）・津原有美子
（広島修道大学）
参加：17機関36名

第51 回中国四国地区大学図書館研究集会
テーマ『教員との連携による元気な大学図書館の作り方』
基調講演「教員との連携による大学図書館のサービスづくり」
長澤 多代 氏（三重大学高等教育創造開発センター）
講演「千葉大学附属図書館におけるリエゾン・ライブラリアンの活動」
鈴木 宏子 氏・千葉 明子 氏（千葉大学附属図書館）

国立大学図書館協会地区協会助成事業
電子書籍と大学図書館：何ができる？どう変わる？
 基調講演「電子書籍と大学図書館」
　加藤　信哉　（東北大学附属図書館総務課長）
「高等教育の現場における電子書籍流通の『現状・課題・対策』」
　伊藤　啓　（丸善ネットソリューションセンター)

事例報告
「iPadを活用したデータベース講習会の可能性」
　北條　充敏　（香川大学）

23 日時・会場：　10月7日　広島経済大学立町
キャンパス
テーマ：「利用促進に向けた図書館の広報活
動」
講演：「大学図書館の活動発信力と広報」北野
尚人（(株)中国博報堂）
事例報告：吉岡玲（広島市立大学）植向由香里
（広島工業大学）渡邊さよ（広島経済大学）
参加：20機関41名

日時・会場：　11月2日　広島国際大学広島キャ
ンパス
テーマ：「本は長いともだち～本をなおす・本を
残す・本を伝える～」
講師：小谷　英輔（兵庫ナカバヤシ）
参加：21機関43名

日時・会場：　12月8日　広島大学図書館ラ
イブラリホール
テーマ：電子書籍と大学図書館
講演：「もう一つの電子書籍～情報を生産
する大学に所属する図書館の役割～」 甲斐
重武（広島大学図書館）
 
参加：14機関27名

国立大学図書館協会地区協会助成事業
できる大学図書館広報術：プロに学ぶコンセプトメイキングと実践のコ
ツ
 講演「広報の最新理論と今後の展望」北野尚人（中国博報堂）
講演「大学図書館員の自分ブランディング戦略～専門職サバイバル
のための非公式マニュアル～」仁上幸治（帝京大学）
ワークショップ「問題は、なにが問題なのかだ。～ちいさくわけて考え
よう～」寺本紫織（広島大学）

共同リポジトリ勉強会
日時・場所　11月25日（金）　広島経済大学図書館

講演「大学図書館コンソーシアム連合JUSTICE現在の活動と将来

の展望」守屋文葉（JUSTICE)

講演「効果的なコンテンツ収集の取組」若生政江（城西大学）
報告「続・広島の知を世界へ」渡辺さゆり（日赤広島看護大）

参考：
今･･･シリーズ（11～16年） 施設見学
① カウンター業務は今 （広島大学　山中康行） ① 海上自衛隊第一術科学学校教育参考館 ⑳　岡山県立図書館
② 目録業務は今　　　　 （広島大学　土肥善嗣） ② 広島大学附属中央図書館
③ 相互協力は今…！　　 （広島大学　板垣護人） ③ 海上保安大学校図書館及び海上保安大学校施設
④ 利用者教育は、今…　 （広島経済大学　西川英治ほか） ④ 広島市立大学附属図書館
⑤ 図書館員の専門性とは （広島大学　倉田英子） ⑤ 広島大学附属図書館中央館・西館
⑥ 戦略的図書館広報　 （広島大学　板谷茂） ⑥ 福山平成大学図書館

⑦ 広島県立保健福祉短期大学附属図書館・大学施設
⑧ 呉大学図書館ほか
⑨ 福山大学
⑩ 広島文教女子大学
⑪ 広島経済大学図書館
⑫ 安田女子大学図書館
⑬ 広島修道大学図書館
⑭ 広島女学院大学図書館
⑮ 広島国際大学
⑯ 近畿大学工学部
⑰ 広島大学中央図書館
⑱ 岡山県立図書館
⑲ 安田女子大学


