
昭和45(1970)年度

<研修会>【第1回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和46(1971)年1月30日(土)

(開催場所)広島大学

(参加館敷・人数)記録なし

(テ　ー　マ)雑誌の整理について

(司　　　会)新開　肇氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

(実状報告)柳幸　三保子氏

(比治山女子短期大学図書館司書)

(講　　　演)

(9演題:最近の図書館業務機械化の動向について

講師:坂東　慧氏

(京都大学数理解析研究所図書掛長)

(訃演題:京都大学におけ図書館業務機械化の現状

について

講師:門田　春典氏

(京都大学附属図書館)

<講習会>【図書整理技術講習会(初級)】

(共　　　催)広島県公共図書館協会、

専門図書館協議会中国地区協議会等

(開催年月日)昭和45(1970)年7月27日(月)

～28日(火)

〔講習会場A〕*広島市浅野図書館

[広島市回春寺町1丁目6番17号]

(講義内容)図書の分類と目録

(テキスト)整理技術テキスト

ー簡素化のてびき-

(講　　　義)図書の目録(1)

(講　　　師)古本　定義氏

(広島県立図書館整理課長)

(講　　　義)図書の分類(1)

(講　　　師)岸本　幸次郎氏

(広島大学教育学部助教授)

〔講習会場B〕*広島大学大学会館

[広島市東千田町1丁目1番89号]
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(講義内容)図書の分類と目録/簡易製本の技術

(テキスト)整理技術テキスト

ー簡素化のてびき-

(講　　　義)図書の分類(2)

(講　　　師)岸本　幸次郎氏

(広島大学教育学部助教授)

義)図書の日録(2)

師)古本　定義氏

(広島県立図書館整理課長)

習)簡易製本の技術

師)中村　稔氏(南海堂)

<会員館の相互協力活動>

(図書館員の相互見学と実務の実地研修)

(D広島大学にて受入・研修

[7/13]広島商科大学から2名

[7/13～14]広島女学院大学から1名

[7/17]広島女学院大学から2名

[9/22]広島女学院大学から1名

[10/20]広島女子大学から2名

[10/21]広島女子大学から1名

②広島女子大学にて受入・研修

[7/13]広島商科大学から2名

[8/3～8]広島農業短期大学から1名

③広島商科大学にて受入・研修

[9/18]広島女学院大学から1名

④広島女学院大学にて受入・研修

[7/14]広島商科大学から2名

⑤比治山女子短期大学にて受入・研修

[7/15]広島商科大学から2名

⑥広島県立図書館にて受入・研修

[7/15]広島商科大学から2名



昭和46(1971)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和47(1972)年2月10日(木)

(開催場所)広島女学院大学

(参加館数・人数)24　酪　32　人

(テ　ー　マ)利用者への援助

-オリエンテーションを中心として-

(司　　　会)新開　華氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

*オリエンテーション用スライド映写

(広島大学、広島女子大学)

*学生への図書館利用の援助

(実施状況)アンケート結果に基づく

学生の図書館利用の実態分析

(実状報告)「広島大学本館における

利用案内の実状報告」

鎌倉　悟氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

(討議題目)入学時のオリエンテーションと

入学以後の利用指導の問題点

<講習会>【図書整理技術講習会(初級)】

(共　　　催)日本図書館協会、

広島県公共図書館協会等

(開催年月日)昭和46(1971)年7月22日(木)

～23日(金)

(研修会場)広島経営サービスセンター

[広島市紙屋町1丁目3番8号]

(講義内容)図書の分類と目録

(テキスト)整理技術テキスト

ー簡素化のてびき-

(講　　　師)岸本　幸次郎氏

(広島大学教育学部助教授)

(講　　　師)古本　定義氏

(広島県立図書館整理課長)
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<会員館の相互協力活動>

(図書館員の相互見学と実務の実地研修)

①広島大学にて受入・研修

[8/25]近故大学工学部から3名

[9/8]海上保安大学校から1名

(診広島女子大学にて受入・研修

[8/24]広島商科大学から3名

[8/27]広島女学院大学から2名

③広島経済大学にて受入・研修

[8/24]広島商科大学から3名

④広島工業大学にて受入・研修

[8/23]広島商科大学から3名

⑤広島女学院大学にて受入・研修

[8/24]広島商科大学から3名

⑥近緩大学工学部にて受入・研修

[8/23]広島商科大学から3名

⑦広島文教女子大学にて受入・研修

[8/26]広島女子大学から2名

⑧比治山女子短期大学にて受入・研修

[9/6]広島女子大学から2名



昭和47(1972)年度

<研修会>【第1回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和47(1972)年8月5日(土)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)10　館　35　人

(テ　ー　マ)レファレンス・サービスについて

(司　　　会)新開　肇氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

(講　　　演)

演題:大学図書館における

レファレンス・サービスの諸問題

講師:北島　武彦氏

(東京学芸大学助教授)

(討議題目)レファレンス・サービスの諸問題

(助　言　者)北島　武彦氏

(東京学芸大学助教授)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和47(1972)年12月22日(金)

(開催場所)広島商科大学

(参加館数・人数)16　館　41　人

(テ　ー　マ)雑誌の受入・整理について

(総合司会)鈴木　正武氏

(広島大学附属図書館整理課長)

(実状報告)

①受入について

森岡　祐二氏(広島大学附属図書館兵書係)

②整理について

仲井　正美氏・松井　隆幸氏

(広島商科大学図書館整理係)

③利用について

新開　華氏(広島女子大学附属図書館事務長)

(討議題目)雑誌の受入整理について

(司　　　会)新開　華氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕
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(開催年月日)昭和48(1973)年1月22日(月)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)記録なし

(テ　ー　マ)新しい大学図書館の機能と活動

について

(講　　　演)

演題:欧米大学図書館の現状と将来

講師:岩猿　敏生氏

(京都大学附属図書館事務部長)

(討議題目)テーマの深化

(助　言　者)岩猿　敏生氏

(京都大学附属図書館事務部長)

<講演会>

〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和47(1972)年8月12日(土)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)7館52人

(演　　　題)図書館の将来について

(講　　　師)森　耕一氏

(大阪市立中央図書館長)

<講習会>【図書整理技術講習会(初級)】

(共　　　催)日本図書館協会、

広島県公共図書館協会等

(開催年月日)昭和47(1972)年8月3日(木)

～4日(金)

(研修会場)広島経営サービスセンター

[広島市紙屋町1丁目3番8号]

(講義題目)図書の分類と目録

(講　　　師)石塚　栄二氏

(大阪市立中央図書館整理課長)

(講義内容)

①図書整理法

(診分類法

③件名目録

④目録法

(テキスト)整理技術テキスト

ー簡素化のてびき-



昭和48(1973)年度

<研修会>【第1回】

〔レファレンス研修会(事例演習)〕

(開催年月日)昭和48(1973)年12月7日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)7　館　　9　人

(テ　ー　マ)参考調査

一書誌類、人名事典、名鑑類を使って-

(指導助言)鎌倉　悟氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

<研修会>【第2回】

〔レファレンス研修会(事例演習)〕

(開催年月日)昭和48(1973)年12月14日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)8　館　9　人

(テ　ー　マ)参考調査

一書誌類、人名事典、名鑑煩を使って-

(指導助言)鎌倉　悟氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

<研修会>【第3回】

〔レファレンス研修会(事例演習)〕

(開催年月日)昭和49(1974)年1月11日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)8　館　9　人

(テ　ー　マ)参考調査

一書誌顆、人名事典、名鑑類を使って-

(指導助言)鎌倉　悟氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

<研修会>【第4回】

(開催年月日)昭和49(1974)年1月31日(木)

(開催場所)広島女子大学

(参加館数・人数)11館　27　人

(テ　ー　マ)雑誌、パンフレットの

管理・運用について

(司　　　会)滝宮　利幸氏

(広島修道大学図書館図書課長)
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(実情報告)広島女子大学の実状報告

(討議題目)

①新聞の保存とクリッピングについて

(診雑誌の特集号、臨時増刊号等の扱いにつ

いて

(診総目次、総索引の扱いについて

④地図の扱いについて

⑤外国雑誌の注文・トラブルについて

(砂学内で発行される資料の収集について

(9製本雑誌の評価について

⑧二次文献の整備と機能的な利用法につい

て

⑨逐次刊行物(雑誌)の図書館資料における

位置について

<研修会>【第5回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和49(1974)年3月22日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)11館　51　人

(テ　ー　マ)整理業務の進展をめざして

(講　　　演)

演題:整理体系論

講師:石塚　栄二氏

(大阪市立中央図書館整理課長)

(討議項目)目録・分類業務を中心に

<講演会>

〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和49(1974)年2月28日(木)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)記録なし

(演　　題)東北大学附属図書館の新営計画

について

(講　　　師)原田　隆吉氏

(封僧職図譜轍、勅冊



<講習会>【図書整理技術講習会(初級)】

(共　　　催)日本図書館協会、

広島県公共図書館協会等

(開催年月日)昭和48(1973)年7月24日(火)

～25日(水)

(研修会場)広島経営サービスセンター

[広島市紙屋町1丁目3番8号]

(講義題目)図書の分類と目録

(講　　　師)藤田　善一氏

(広島大学附属図書館事務部長)

(講義内容)

(D図書整理法

②分類法

③目録法

(テキスト)整理技術テキスト

ー簡素化のてびき-

昭和49(1974)年度

<研修会>【第1回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和49(1974)年8月26日(月)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)9　館　39　人

(テ　ー　マ)整理コードの在り方(1)

整理コードに関する基礎的研究

(講　　　演)

演題:分類目録の構成について

講師:石塚　栄二氏

(武庫川女子大学教授)

(討議項目)分類目録の構成を中心として

(参考資料)整理Stafr Manualの作成

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和49(1974)年10月31日(木)

(開催場所)広島女子大学

(参加館数・人数)12　館　32　人

(テ　ー　マ)整理コードの在り方(2)

整理コード全般について

(助　言　者)藤田　善一氏

(広島大学附属図書館事務部長)

(討議方法)バズ方式(66方式)

(参考資料)整理コード

(整理規程、基準、要綱等)

<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和49(1974)年11月29日(金)

(開催場所)比治山女子短期大学

(参加館数・人数)12　館　29　人

(テ　ー　マ)整理コードの在り方(3)

配列コードについて

(助　言　者)藤田　善一氏

(広島大学附属図書館事務部長)

(討議方法)バズ方式(66方式)

(参考資料)記入の配列に関する討議参考事

項
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<講演会>

〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和49(1974)年12月11日(水)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)記録なし

(演　　　題)図書館業務の機械化

(講　　　師)松村　多美子氏

(図書館短期大学助教授)

<講習会>【製本講習会】

(共　　　催)広島県公共図書館協会等

(開催年月日)昭和49(1974)年7月31日(水)

(研修会場)広島県立図書館

[広島市上職町2番20号]

(演　　　習)簡易製本の技術

(講　　　師)中村　稔氏(南海堂)

昭和50(1975)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和50(1975)年9月30日(火)

(開催場所)広島女子大学

(参加舘数・人数)13　倍　29　人

(テ　ー　マ)閲覧と貸出について(1)

一閲覧と貸出全般について-

(助　言　者)矢部　一郎氏

(広島大学附属図書館閲覧課長)

(司　　　会)新開　肇氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

(参考資料)閲覧と貸出に関する調査

付:当面している問題点

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和50(1975)年11月14日(金)

(開催場所)エリザベト音楽大学

(参加館数・人数)12　館19　人

(テ　ー　マ)閲覧と貸出について(2)

①閲覧と貸出方式について

②利用者対策について

(助　言　者)矢部　一郎氏

(広島大学附属図書館閲覧課長)

(司　　　会)仲井　正美氏

(広島修道大学図書館閲覧係長)

<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和50(1975)年11月28日(金)

(開催場所)鈴峯女子短期大学

(参加館数・人数)13　館　25　人

(テ　ー　マ)閲覧と貸出について(3)

①閲覧と貸出について

一問題点とまとめ-

(むスタッフ・マニュアルにつ

いて

(助　言　者)矢部　一郎氏

(広島大学附属図書館閲覧課長)

(司　　　会)新開　肇氏

(広島女子大学附属図書館事務長)
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(実状報告)仲井　正美氏

(広島修道大学図書館閲覧係長)

「広島修道大学のスタッフ

・マニュアルについて」

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和50(1975)年10月24日(金)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)記録なし

(演　　　題)目録法の発展

(講　　　師)丸山　昭二郎氏

(国立国会国書棺収書部外国図書謀課長補佐)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和51(1976)年3月10日(水)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)記録なし

(演　　　題)目録規則の研究

一日本目録規則と大学図書館-

(講　　　師)田辺　広氏

(千葉大学附属図書館事務部長)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和51(1976)年3月18日(木)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)記録なし

(演　　　題)図書館職員の専門性と図書館組織論

(講　　　師)岩猿　敏生氏

(京都大学附属図書館事務部長)

<講習会>【図書整理技術講習会(初級)】

(共　　　催)日本図書館協会、

広島県公共図書館協会等

(開催年月日)昭和50(1975)年7月29日(火)

～30日(水)

(研修会場)広島経営サービスセンター

[広島市紙屋町1丁目3番8号]

(講義題目)図書の分類と目録

(講　　　師)藤田　善一氏

(広島大学附属図書館事務部長)
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(講義内容)

(D図書整理法

②分類法

③目録法

(テキスト)整理技術テキスト

ー簡素化のてびき-



昭和51(1976)年度

<研修会>【第1回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和51(1976)年11月30日(火)

(開催場所)広島修道大学

(参加倍数・人数)13　館　30　人

(テ　ー　マ)視聴覚資料の管理と運用について

(講　　　演)

演題:大学図書館における視聴覚資料の取扱いについて

講師:滝宮　利幸氏

(広島修道大学図書館図書課長)

(助　言　者)矢部　一郎氏

(広島大学附属図書館閲覧課長)

(司　　　会)菅井　光男氏

(広島女子大学附属図書館運用係)

(討議題目)

①受入区分(備品、消耗品扱)について

(診管理と保管の留意点について

③整理区分と分類

④マイクロフィルム、マイクロフィッシュの

整理方法について

⑤目録、索引の作成について

⑥視聴覚資料目録の作成、交換と相互利用に

ついて

⑦利用規程について

⑧貸出と著作権との関係

⑨視聴覚資料を図書館で扱うことの是非に

ついて

<研修会>【第2回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和52(1977)年1月31日(月)

(開催場所)広島女子大学

(参加館数・人数)25　館　36　人

(テ　ー　マ)図書館統計の在り方について

(講　　　演)

演題:図書館統計について

講師:矢部　一郎氏

(広島大学附属図書館閲覧課長)
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(討議項目)図書館統計

一各館の実状と問題点-

(司　　　会)土肥　善嗣氏

(広島大学附属図書館運用係)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和51(1976)年10月29日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)記録なし

(演　　　題)ヨーロッパの図書館めぐり

(講　　　師)横尾　壮英氏

(広島大学教授、大学教育センター長)



昭和52(1977)年度

<研修会>【第1回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和52(1977)年6月30日(木)

(開催場所)広島女子大学

(参加館数・人数)11館　30　人

(テ　ー　マ)情報検索について

.(講　　　演)

演題:情報検索について一基本的な考え万一

講師:阿部　桝一朗氏

(日本科学技術情報センター中国支所長)

(討議題目)情報検索とは

一具体的な情報検索活動-

(助　言　者)阿部　桝一朗氏

(日本科学技術情報センター中国支所長)

(司　　　会)新開　肇氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和52(1977)年11月30日(水)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)16　館　32　人

(テ　ー　マ)相互協力の在り方について

(助　言　者)前田　正三氏

(広島大学附属図書館閲覧課長)

(司　　　会)川崎　文策氏

(鈴峯女子短期大学図書館主任)

(討議項目)

①資料利用上の協力

(閲覧、貸借、複写、レファレンス・サービス)

(診資料収集上の協力

(協力購入、分担収集、分担保存)

③情報上の協力

(目録の交換、雑誌総合目録の作成、

目録カードの印刷)

④参考業務上の協力

(参考資料)相互協力便覧

(広島県大学図書館協議会研究討議資料)
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<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和53(1978)年1月31日(火)

(開催場所)比治山女子短期大学

(参加館放・人数)16　館　41人

(テ　ー　マ)目録編成上の諸問題

-カード目録を中心として-

(助　言　者)藤田　善一氏

(広島大学附属図書館事務部長)

(司　　　会)新開　尊氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

(討議項目)

①主題目録の編成・排列について

②著者目録、書名目録の編成・排列について

③その他の目録の編成・排列について

④NCR新版・予備版と日録編成について

⑤見出カード法

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和52(1977)年10月7日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館放・人数)記録なし

(演　　　題)アメリカの大学図書館の近況

(講　　　師)森岡　祐二氏

(広島大学附属図書館学術情報係長)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和53(1978)年2月9日(木)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)記録なし

(演　　　題)大学図書館建築をめぐる諸問題

(講　　　師)栗原　嘉一郎氏(筑波大学教授)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和53(1978)年3月9E圧木)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)記録なし

(演　　　題)英国におけるライブラリー・

ネットワークと大学図書館

(講　　　師)松村　多美子氏

(図書館短期大学助教授)



昭和53(1978)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和53(1978)年9月29日(金)

(開催場所)広島修道大学

(参加館敷・人数)16　館　37　人

(テ　ー　マ)大学図書館について

〔初任者を対象〕

(司　　　会)宇根　洋子氏

(広島女学院大学図書館主任)

柳幸　三保子氏

(比治山女子短期大学図書館主任)

(助　言　者)滝宮　利幸氏

(広島修道大学図書館図書課長)

研修企画委員会各委員

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和53(1978)年11月30日(木)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)16　館　32　人

(テ　ー　マ)学生の図書館利用について

(司　　　会)川崎　文策氏

(鈴峯女子短期大学図書館主任)

(討議題目)

(》閲覧・貸出について

(診　レファレンス・サービスについて

③目録(資料の検索)について

④相互貸借について

⑤文献複写について

⑥障害者サービスについて

⑦収書関係について

⑧図書資料の配置(配架)について

⑨広報活動について

⑩図書館行事について

<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和54(1979)年2月28日(水)

(開催場所)広島女子大学

(参加館敷・人数)17　館　32　人
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(テ　ー　マ)NCR新版予備版について

(講　　　演)

演題:日本目録規則新版予備版について

講師:藤田　善一氏

(広島大学附属図書館事務部長)

(司　　　会)堀江　良幸氏

(広島修道大学図書館整理係長)

森上　幸雄氏

(広島修道大学図書館整理係主任)

(討議項目)

①著者表示について

②内容細目について

③分類標目と排列について

④図書記号のとり方、既存の目録との調整に

ついて

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和54(1979)年3月15日(木)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)記録なし

(演　　　題)一図書館員の立場から見たアメリカの大学図書館

(講　　　師)大城　善盛氏

(京都産業大学図書館)



昭和54(1979)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和54(1979)年10月24日(水)

(開催場所)広島市立中央図書館

(参加倍数・人数)16　館　37　人

(テ　ー　マ)整理業務の簡素化(その1)

-図書を中心として一

(司　　　会)久保　為武氏

(広島大学附属図書館集書係)

石橋　民生氏

(広島大学附属図書館参考調査係)

(討議項目)各館の整理業務のフローチャー

トによる実情と問題

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和54(1979)年11月30日(金)

(開催場所)広島女子大学

(参加倍数・人数)15　館　33　人

(テ　ー　マ)整理業務の簡素化(その2)

-図書以外の資料を中心として-

(助　言　者)新開　肇氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

(司　　　会)城　省自氏

(近磯大学工学部図書館)

松田　文子氏

(近親大学工学部図書館)

(討議項目)

(1)雑　誌

①保存年限について

②製本・登録基準

③排架の順序

(り欠号の処理

(診重複雑誌の利用方法

⑥受入記入方式

(診閲覧用カード

(2)パンフレットの取扱いについて
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(3)地図・音盤・録音テープ等の取扱いにつ

いて

(4)論文の取扱いについて

<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和55(1980)年3月7日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館致・人数)13　館　24　人

(テ　ー　マ)参考調査事例研究

一主要な書誌類を使って-

(指導助言)鎌倉　悟氏

(広島大学附属図書館運用係長)

山口　悠一郎氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

橋本　ヒロ子氏

(広島大学附属図書館参考調査係)

石橋　民生氏

(広島大学附属図書館参考調査係)

吾郷　秀子氏

(広島大学附属図書館参考調査係)

(書誌解題)主要書誌類の解題

(演習項目)書誌的事項調査、所在調査



昭和55(1980)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和55(1980)年10月31日(金)

(開催場所)呉市立図書館

(参加棺数・人数)15　館　30　人

(テ　ー　マ)受入業務

一受入価格を中心として一

(司　　　会)浜崎　辰生氏

(広島女子大学附属図書館受入係)

宇根　洋子氏

(広島女学院大学図書館主任)

<研修会>【第2回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和55(1980)年11月28日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)18　館　51　人

(テ　ー　マ)NDCの展望-8版への対応-

(講　　　演)

演題:日本十進分類法について

講師:藤田　善一氏

(山口女子大学教授)

(司　　　会)堀江　良幸氏

(広島修道大学図書館課長補佐)

長明　由貴子氏

(広島工業大学図書館整理係)

(討議項目)

①NDC改訂の基本的構想

②mC　8版の特徴

③mC　8版の構成と内容

-7版との相違を中心に-

④mC8版の適用について

(診日録業務機械化の方向とNDCとの関連

(助　言　者)藤田　善一氏

(山口女子大学教授)

<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和56(1981)年3月13日(金)
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(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)13　館　35　人

(テ　ー　マ)大学図書館の

当面する諸問題について

(司　　　会)坪井　守磨氏

(広島経済大学図書館図書課長)

田坂　次彦氏

(広島農業短期大学附属図書館主任)

(講　　　演)

演題:デンマークの大学図書館の

ネットワークについて

講師:今　まど子氏

(猫協大学教授)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和55(1980)年6月3日(火)

(開催場所)

(参加館数・人数)記録なし

(演　　　題)情報源としての米国政府刊行物

(講　　　師)アリス・レイジ氏(Alice M.Lage)

(駐日アメリカ大使館国際交流局図書館担当官)

(司　　　会)前田　正三氏

(広島大学附属図書館整理課長)



昭和56(1981)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和56(1981)年9月30日(水)

(開催場所)広島女子大学

(参加館数・人数)16　館　39　人

(テ　ー　マ)図書館利用指導について

一文献ガイダンスー

(司　　　会)増元　弘信氏

(広島大学附属図書館参考調査係)

柳幸　三保子氏

(比治山女子短期大学図書館司書)

(事例発表)

(D文献ガイダンスの実施について

沓内　英紀氏

(広島女子大学附属図書館運用係)

(診図書館利用指導について

一文献ガイダンスー

土屋　時子氏

(広島女学院大学図書館整理係)

③文献ガイダンス事例発表

一場　史行氏

(広島修道大学図書館参考係)

*新入生のための図書館案内(スライド映写)

広島大学

(研究討議)

①教官との相互理解・協力態勢の作り方について

(む二次資料の整備について

③担当者の資質の問題について

(ま　と　め)古本　定義氏

(広島女子大学附属図書館事務長)

<研修会>【第2回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和56(1981)年11月30日(月)

(開催場所)広島修道大学

(参加館敷・人数)16　館　43　人

(テ　ー　マ)洋書目録(その1)

(司　　　会)古本　定義氏

(広島女子大学附属図書館事務長)
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(講　　　演)

演題:書物雑話

講師:八木　佐吉氏

(丸善本社「本の図書館」館長)

(演　　　習)洋書目録演習

(助　言　者)品川　英夫氏

(広島修道大学図書館主幹)

<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和57(1982)年3月19日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)26　館　97　人

[中国四国地区の大学が参加]

(テ　ー　マ)ジャパンマークの利用について

(講　　　演)

演題:ジャパンマークの利用について

講師:田村　安代子氏

(国立国会図書館総務部電子計算課主査)

(演　　　習)JAPAN/MARCの一利用形態

一広島大学附属図書館における事例-

(助　言　者)森岡　祐二氏

(広島大学附属図書館学術情報係長)



昭和57(1982)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和57(1982)年10月20日(水)

(開催場所)(下記の3会場)

(参加館放・人数)(3会場合計)20館　48人

(テ　ー　マ)視聴覚資料の見学・研修

(研修会場)

くA〉広島市映像文化ライブラリー

[広島市中区基町3番1号]

(案内・指導)

岩村　一生氏

(広島市映像文化ライブラリー館長)

くB〉mK広島放送局放送部資料室

[広島市中区大手町2丁目11番10号]

(案内・指導)

入交　毅氏

(NHK広島放送局編成担当部長)

くC〉中国新聞社編集局資料部

[広島市中区土橋町7番1号]

(案内・指導)

新見　豊氏

(中国新聞社編集局資料部長)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和57(1982)年12月10日(金)

(開催場所)エリザベト音楽大学

(参加館数・人数)　　館　35　人

(テ　ー　マ)洋書目録(その2)

(演　　　習)洋書目録演習

(助　言　者)品川　英夫氏

(広島修道大学図書館主幹)

(見　　　学)ェリザベト音楽大学図書館

<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和58(1983)年3月23日(水)

(開催場所)広島大学

(参加館放・人数)　　　館　44　人

(テ　ー　マ)小型コンピュータの導入について
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(講　　　演)

演題:(1)マイコンを利用しての図書館システム

(2)学術情報システムとマイコン

講師:池田　秀人氏

(広島大学助教授総合情拠理センター酌瑠発室長)

(実　　　習)埼玉大学の例(図書貸出、雑誌受

付)による実習

(助　言　者)由良　信遺氏

(埼玉大学附属図書館運用係)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和58(1983)年3月8日(火)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)　　　館　61人

(演　　　題)北アメリカ大学図書館における

目録機械化について

(講　　　師)田辺　広氏

(鶴見大学教授)



昭和58(1983)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和58(1983)年10月4日(火)

(開催場所)(下記の4会場)

(参加倍数・人数)(4会場合計)18館　35人

(テ　ー　マ)専門図書館の見学・研修

(研修会場)

くA〉広島平和文化センター図書室

[広島市中区中島町1番2号]

(案内・指導)

河村　盛明氏

(広島平和文化センター理事長)

くB〉放射線影響研究所図書室

[広島市南区比治山公園5番2号]

(案内・指導)

重松　逸造氏

(放射線影響研究所理事長)

くC〉広島大学原爆放射能医学研究所

附属原爆被災学術資料センター

[広島市南区霞町1丁目2番3号]

(案内・指導)

横路　謙次郎氏

(広島大学原爆放射能医学研究所長)

くD〉広島大学附属図書館医学分館

[広島市南区霞町1丁目2番3号]

(案内・指導)

長坂　信夫氏

(広島大学附属図書館医学分館分館長事務代理)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和58(1983)年12月7日(水)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)16　館　33　人

(テ　ー　マ)LC/MARCの利用について

(講　　　演)

演題:(1)LC/HARCについて

-その概略・データの構造など-
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(2)広島大学附属図書館における運用例

一洋書目録機械入力への応用と

目録作業の流れ一

講師:土肥　善嗣氏

(広島大学附属図書館整理課目録係長)

(実　　　習)広島大学附属図書館の例

(LC/MARCの利用)による実習

(助　言　者)土肥　善嗣氏

(広島大学附属図書館整理課目録係長)

ほか目録担当者

<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和59(1984)年3月6日(火)

(開催場所)広島女学院大学

(参加館数・人数)　　館　34　人

(テ　ー　マ)二次資料の利用について

(司　　　会)堀江　良宰氏

(広島修道大学図書館図書課長)

(事例発表)

①沓内　英紀氏

(広島女子大学附属図書館運用係主任)

①福本　悦子氏

(広島修道大学図書館参考係長)

③山口　悠一郎氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

(演　　　習)初心者のための

参考質問の処理方法

(助　言　者)高尾　洋子氏

(広島女学院大学図書館目録係)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和59(1984)年3月8日(木)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)12　棺　45　人

(演　　題)折営図書館の建築と機能

一京都大学附属図書館の場合-

(講　　　師)金井　孝氏

(京都大学附属図書館閲覧課長)



昭和59(1984)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和59(1984)年10月3日(水)

(開催場所)(下記の4会場)

(参加倍数・人数)(4会場合計)16館　29人

(テ　ー　マ)専門図書館の見学・研修

(研修会場)

くA〉広島大学附属図書館国連資料室

[広島市中区東千田町1丁目1番89号]

くB〉広島県行政資料室

[広島市中区基町10番52号　広島県庁内]

(案内・指導)

飯田　践馬氏

(広島県情報統計課長)

くC〉広島市立中央図書館広島資料室

[広島市中区基町3番1号]

(案内・指導)

信井　正行氏

(広島市立中央図書館長)

くD〉広島市公文書館

[広島市中区基町3番1号広島市立中央図書館内]

(案内・指導)

植田　保之氏

(広島市公文書館長)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和59(1984)年10月30日(火)

(開催場所)広島工業大学

(参加倍数・人数)16　館　36　人

(テ　ー　マ)自家製本実務講習

(講　　　演)

演題:イトイ・テープ製本

講師:長江　酋二氏

(株式会社伊藤伊大阪営業所長)

(助　　　手)三浦　明氏

(三浦商事株式会社)

(実　　　習)テープ製本の実習

(参考資料)粘着テープ製本
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<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和59(1984)年12月14日(金)

(開催場所)安田女子大学

(参加館数・人数)18　館　42　人

(テ　ー　マ)大学図書館の建築

一安田女子大学図書館の事例を中心に-

(報　　　告)安田女子大学図書館の

建築事例について

(報　告　者)古本　定義氏

(司

(安田女子大学図書館副館長)

会)堀江　良幸氏

(広島修道大学図書館図書課長)

(討議項目)大学図書館建築の諸問題

(助　言　者)古本　定義氏

(見

(安田女子大学図書館副館長)

学)安田女子大学図書館

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和60(1985)年2月8日(金)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)13　館　49　人

(演

(講

題)大学図書館のネットワーク作り

-東京工業大学附属図書館の場合一

師)浅野　次郎氏

(東京工業大学附属図書蘭整理課長)



昭和60(1985)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和60(1985)年11月8日(金)

(開催場所)(下記の2会場)

(参加館数・人数)(2会場合計)16館　23人

(テ　ー　マ)専門図書館(古文書、和漢書)の

見学・研修

(研修内容)文書の形(巻子、冊子、一枚物)、

時代の特徴のあるもの、広島に関

係のある文書を中心に研修する。

(研修会場)

くA〉広島大学附属図書館

(研修資料)平賀家文書、猪能文書、

村上家乗、今中文書、

加計隅昆文庫、

中国五県土地租税資料文庫

(検地帳)等

(指導・説明)

秋山　伸隆氏

(広島大学文学部助手)

くB〉広島市立中央図書館

(研修資料)浅野文庫、小田文庫等

(指導・説明)

中田　敏雄氏

(広島市立中央図書館奉仕課長)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和60(1985)年12月17日(火)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)12　館　20　人

(テ　ー　マ)漢籍の目録法演習

(講　　　演)

演題:漢籍目録法について

講師:赤坂　良孝氏

(広島大学附図書館整理課参考調査係長)

(演習項目)

(1)漢籍について

(2)四部分類と京大人文研漢籍分類

(3)内閣文庫目録と書店の目録
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(4)目録カードの作成

(5)図書の実物による解説(広大所蔵漢籍)

「軽部」十三経注疎疏　春秋左氏伝

大学・中庸　清文鑑

「史部」二十四史　東華録　清朝実録

大唐六典

「子部」子書百家　鶴林玉露　五経組

世説新語補

「集部」文選　古今奇観　忠義水活伝

隋史遺文

「叢書」古逸叢書　四部叢刊

<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和61(1986)年2月7日(金)

(開催場所)広島大学

(参加轍・人数)16　館　30　人

(テ　ー　マ)図書館業務の槻械化　Pt.1

-パソコン、ワープロを中心に-

(講　　　清)

演題:パソコンによる図書館業務の機械化

-パソコンでできることとできないこと-

講師:星野　雅英氏

(広島大学附属図書館整理課和書係)

(事例発表)

「ワープロによる図書受入システムの事例発表」

(発　表　者)土屋　時子氏

(広島女学院大学図書館受入・会計担当)

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和61(1986)年3月18日(火)

(開催場所)広島大学

(参加倍数・人数)9　館　33　人

(演　　題)角筆文献の発見とその取扱い上の

課題

(講　　師)小林　芳規氏

(広島大学文学部教授)



昭和61(1986)年度

<研修会>【第1回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和61(1986)年10月13日(月)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)18　館　29　人

(テ　ー　マ)視聴覚資料の整理と保管

(講　　　演)

演題:視聴覚資料整理の実際について

講師:稲葉　瑞穂氏

(広島市映像文化ライブラリー)

(実状報告)

①赤坂　良孝氏

(広島大学附属図書館整理課参考調査係長)

(む細谷　美也子氏

(工リザベト音楽大学図書館司書)

③笹川　典子氏

(比治山女子短期大学図書館司書)

<研修会>【第2回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和61(1986)年11月10日(月)

(開催場所)(下記の会場)

(参加館敷・人数)12　館　28　人

(テ　ー　マ)

厳島神社(厳島文書)及び

町立宮島歴史民俗史料館の見学・研修

(講　　　演)

演題:厳島文書及び神社資料について

講師:野坂　元良氏

(厳島神社宮司)

(研修見学)厳島神社(厳島文書)

町立宮島歴史民俗史料館など

(案内・指導)野坂　元良氏

(厳島神社宮司)

<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和62(1987)年1月21日(水)
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(開催場所)広島経済大学

(参加倍数・人数)14　館　27　人

(テ　ー　マ)図書館業務の機械化　Pt.2

(講　　　演)

演題:パソコンによる図書館業務の

電算化について

講師:坂尾　徳子氏

(大興電子通信株式会社広島営業所電子諜)

(研修項目)

(1)パソコンの基礎知識

(2)LET'S TOUCH EPOCALC-J2

(3)図書受入システム

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和62(1987)年3月24日(火)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)12　館　29　人

(演　　　題)大学と図書館　一現状と将来

(講　　　師)喜多村　和之氏

(広島大学大学教育センター教授)



昭和62(1987)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和62(1987)年10月27日(火)

(開催場所)(下記の2会場)

(参加館数・人数)(2会場合計)13館　21人

(テ　ー　マ)図書館の見学・研修

(研修会場)

くA〉呉市入船山記念館

[呉市幸町4番6号]

(案内・指導)

城戸　則人氏

(呉市入船山記念館館長)

くB〉呉市中央図書館

[呉市中央3丁目10番3号]

(案内・指導)

松本　弘実氏

(呉市中央図書館長)

(館内見学)呉市中央図書館

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和62(1987)年11月30日(月)

(開催場所)(下記の2会場)

(参加館数・人数)(2会場合計)18館　31人

(テ　ー　マ)学術情報センターの

情報検索サービス利用について

(研修会場)

くA〉広島大学附属図書館

(実習)

学術情報センターとの情報検索実習

(講師)

板垣　護人氏

(広島大学附属図書館整理課学術情報係長)

くB〉比治山女子短期大学図書館

(講演)

演題:学術情報センターの

情報検索サービス利用について

講師:板垣　護人氏

(広島大学附属図書館整理課学術情報係長)
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<研修会>【第3回】

〔講演は広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和62(1987)年12月11日(金)

(開催場所)福山大学

(参加館敷・人数)18　館　35　人

(テ　ー　マ)文献ガイダンスー自然系-

(講　　　演)

演題:「シソーラス」について

講師:石田　寛氏

(福山大学附属図書館長)

(研修項目)

(1)コンピュータによる文献検索

(2)コンピュータ・システムについて

(館内見学)福山大学附属図書館

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)昭和63(1987)年2月24日(水)

(開催場所)

(参加館数・人数)9　館　22　人

(演　　　題)原爆資料の所在と整理状況

(講　　　師)宇吹　暁氏

(広島大学原爆放射能医学研究所)

(附属原爆被災学術資料センター)

(実状報告)内田　恵美子氏

(広島大学原爆放射能医学研究所)

(附属原爆被災学術資料センター)

秦野　祐子氏

(広島大学原爆放射能医学研究所)



昭和63(1988)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)昭和63(1988)年10月7日(金)

(開催場所)(下記の3会場)

(参加館数・人数)(3会場合計)19館　45人

(見学・研修)広島県情報プラザ

[広島市中区千田町三丁目7番47号]

(研修会場)

くA〉広島県立図書館

(講師)田坂　昭人氏

(広島県立図書館副館長)

(案内・指導)

沖本　照夫氏

(広島県立図書館資料課長)

くB〉広島県立文書館

(講師)松井　輝昭氏

(広島県立文書館研究員)

安藤　福平氏

(広島県立文書館研究員)

くC〉産業技術交流センター

(案内・指導)

神田　敏和氏

(広島県産業振興公社主事)

浜田　隆文氏

(広島県産業情報センター課長)

西村　幸二氏

(広島県産業情報センター課長)

(見　　学)広島県情報プラザの新館

<研修会>【第2回】

(開催年月日)昭和63(1988)年11月7日(金)

(開催場所)広島女子大学

(参加倍数・人数)18　館　33　人

(テ　ー　マ)ⅣCR1987年版について

(講　　　演)

演題:日本目録規則1987年版について

講師:赤坂　良孝氏

(広島大学附属図書館参考訝査係長)

39

(討議項目)

(1)NCR新版予備版との相違点

(2)書誌階層について

(①書誌単位　②書誌階層の構造)

(3)ⅣCR1987年版の適用について

(助　言　者)赤坂　良孝氏

(広島大学附属図書館参考調査係長)

<研修会>【第3回】

(開催年月日)昭和63(1988)年12月23日(金)

(開催場所)広島修道大学

(参加倍数・人数)16　倍　28　人

(テ　ー　マ)図書館業務の機械化　Pt.3

-CD-ROM-

(講　　　演)

演題:CD-ROMによる図書館業務

講師:大竹　恵三氏

(紀伊国屋書店国際情報部関西オンライン課)

助手:村井　明子氏

(紀伊国屋書店国際情報部関西オンライン課)

(研修項目)

(1)CD-ROMについて

(2)J-BISCについて

(実　　　習)CD-ROMを使って目録業務、

参考業務等の実習



平成元(1989)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成元(1989)年10月9日(月)

(開催場所)広島電機大学

(参加館数・人数)20館　30人

(テ　ー　マ)大学図書館の当面する諸問題

(助　言　者)堀江　良幸氏

(広島修道大学図書館図書課長)

(見学・研修)

○広島電機大学視聴覚教育システム

○広島自動車工業短期大学図書館

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成元(1989)年11月7日(火)

(開催場所)海上自衛隊第一術科学校

(参加館数・人数)13館17人

(見　　　学)海上自衛隊教育参考館等

(案内・指導)新宮氏(教育参考館館員)

梶岡氏(第一術科学校図書館員)

<研修会>【第3回】

(開催年月日)平成元(1989)年12月23日(土)

(開催場所)日本電気株式会社中国支社

(参加館数・人数)22館　32人

(テ　ー　マ)図書館業務の機械化　pt.4

-パソコンによる管理-

(講　　　演)

演題:NEC図書管理システム&

逐次刊行物管理システム

講師:土屋　富雄氏

(日本電気コンピュータシステム株式会社)
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平成2(1990)年度

(該当なし)

平成3(1991)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成3(1991)年12月　6日(金)

(開催場所)広島情報シンフォニー

(参加倍数・人数)21館　31人

(テ　ー　マ)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-

(講　　　師)鈴木　正照氏　ほか3名

(日本電気㈱システム事業部販売促進部課長)

(講　　　義)

①OA化の動向と大学図書館

②大学図書館システム構築の歴史と現状

③大学図書館管理システムについて

(実　　　習)大学図書館管理システム

<講演会>〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)平成3(1991)年11月19日(火)

(開催場所)鯉城会館

(参加館数・人数)20館　64人

(講　　　演)

演題:現代アメリカ大学図書館事情

講師:Theodore F.Velch氏

(Northernlllinois University教授)
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平成4(1992)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成4(1992)年9月30日(水)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)22館　51人

(講　　　演)

演題:文学の愉しみと文献学

講師:位藤　邦生氏

(広島大学文学部教授)

(見学・研修)

広島大学附属図書館中央図書館の施設・設備、

資料の整理・保管・運用等について

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成4(1992)年10月12日(月)

(開催場所)安田女子大学

(参加館数・人数)18館　32人

(テ　ー　マ)利用者支援・教育

(実状報告)

(D渡辺　さゆり氏(広島女子大学)

②福本　悦子氏(広島修道大学)

③道上　節子氏(広島工業大学)

④辻　節子氏(広島中央女子短期大学)

(利用者からの声)

①中島　正明氏(安田女子大学助教授)

②柴田　千恵子氏(広島女学院大学職員)

③吉村　建氏(広島経済大学学生)

(基調講演)

演題:利用者援助

一利用者の立場に立った文献探索を中心として-

講師:宇根　洋子氏

(広島女学院大学図書館図書課長)

(研究討議)

利用者支援・教育を具体化するために

(助　言　者)宇根　洋子氏

(広島女学院大学図書館図書課長)
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<研修会>【第3回】

(開催年月日)平成4(1992)年12月9日(水)

(開催場所)広島大学会館

(参加館数・人数)17館　36人

(講　　　演)

演題:図書館の現状と諸問題

講師:森岡　祐二氏

(岡山大学附属図書館事務部長)



平成5(1993)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成5(1993)年9月27日(月)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)18館　44人

(講　　　演)

演題:文献複写サービスの新たな展開

-NACSIS-IRを利用した文献入手方法の紹介一

講師:甲斐　重武氏

(学術情報センター事業部目録情報課)

(デモンストレション)NACSIS」LL&IR

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成5(1993)年11月19日(金)

(開催場所)海上保安大学校

(参加倍数・人数)17館　28人

(講　　　演)

演題:海上保安業務の現状

講師:広瀬　肇氏

(海上保安大学校教授)

(見学・研修)

海上保安大学校図書館及び海上保安大学校施設

平成6(1994)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成6(1994)年9月27日(火)

(開催場所)広島大学会館

(参加館数・人数)24館　43人

(講　　　演)

演題:学術情報センターの概要と

今後の情報サービスの在り方

講師:星野　雅英氏

(学術情報センター事業部目録情報課課長補佐)

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成6(1994)年11月25日(金)

(開催場所)広島修道大学

(参加館数・人数)18館　34人

(テ　ー　マ)相互協カ

ー相互協力業務の発展を目指して-

(講　　　演)

演題:相互協力について

講師:堀江　良幸氏

(広島修道大学図書館次長)

(研究討議)

アンケートと講演を踏まえて

(司　　　会)西川　英治氏

(広島経済大学図書館図書課長)

(助　言　者)堀江　良幸氏

(広島修道大学図書館次長)

<研修会>【第3回】

(開催年月日)平成6(1994)年12月16日(金)

(開催場所)広島市立大学

(参加館数・人数)24館　43人

(講　　　演)

演題:未来図書館に向けての一考察

一図書館とインターネットー

講師:村山　康子氏

(広島市立大学情報科学部講師)

(見学・研修)

広島市立大学附属図書館及び大学施設
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平成7(1995)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成7(1995)年10月12日(木)

(開催場所)広島大学

(参加館数・人数)26館　49人

(講　　　演)

演題:ネットワーク時代における図書館学術情報流通の行方

講師:大場　高志氏

(学術情報センター事業部日録情報課課長補佐)

(見学・研修)

広島大学附属属図書館中央図書館及び西図書館

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成7(1995)年12月6日(水)

(開催場所)広島工業大学

(参加館数・人数)25館　39人

(テ　ー　マ)視聴覚資料の取り扱い

一視聴覚資料の収集・管理・

運用等についての実務研修-

(事例発表)

-視聴覚資料の取扱いについての実状報告-

①道上　節子氏(広島工業大学)

「ビデオ・オーディオ・LD資料について」

②渡辺　さゆり氏(広島女子大学)

「マイクロ資料について」

③長尾　眞理子氏(広島大学)

「CD-ROM資料について」

(研究討議)

事例発表と実状を踏まえて

(司　　　会)宇根　洋子氏

(広島女学院大学図書館次長)

(助　言　者)堀江　良華氏

(広島修道大学図書館次長)
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平成8(1996)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成8(1996)年10月23日(水)

(開催場所)福山平成大学

(参加棺数・人数)22館　34人

(講　　　演)

演題:大学図書館と著作権

講師:黒澤　節男氏

(広島大学附属図書館事務部長)

(見学・研修)

福山平成大学附属図書館

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成8(1996)年12月　6日(金)

(開催場所)安田女子大学

(参加館数・人数)27館　50人

(テ　ー　マ)大学図書館とインターネット

ー電子図書館化時代への対応について-

(事例発表)

(D川上　裕氏(広島大学)

②城　省自氏(近機大学工学部)

(講　　　演)

演踵:インターネットの仕組みと利用

講師:染岡　慎一氏

(安田女子大学助教授)

(演　　　習)簡単なホームページの作り方

<研修会>【第3回】

〔広島大学附属図書館と共催〕

(開催年月日)平成9(1997)年2月27日(木)

(開催場所)広島大学

(参加棺数・人数)13館　22人

(講　　　演)

演題:池田家文庫関係資料のデータベース化

講師:森岡　祐二氏

(岡山大学附属図書館事務部長)



平成9(1997)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成9(1997)年9月30日(火)

(開催場所)広島県立保健福祉短期大学

(参加館数・人数)22館　37人

(講　　　演)

演題:一人一人が輝く日々を

-充実した明るい図書館貞一

講師:宇根　洋子氏

(前広島女学院大学図書館次長)

(見学・研修)

広島県立保健福祉短期大学附属図書館

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成9(1997)年10月31日(金)

(開催場所)広島女子大学

(参加館数・人数)28館　45人

(特別講演)

演題:中世における「源氏物語」流布の一様相

一毛利元就とその周辺の文芸活動を手がかりとして一

講師:西本　安子氏

(広島女子大学国際文化学部助教授)

(テ　ー　マ)大学図書館の収書を考える

(基調講演)

演題:コレクション形成(蔵書構成)の

必要性とその評価

講師:堀江　良幸氏

(元広島修道大学図書館次長)

(事例発表)

①田坂　次彦氏(広島女子大学)

「広島女子大学附属図書館の収書の現状と問乱射

②西川　英治氏(広島経済大学)

「広島経済大学図書館における収書の現状」

③須崎　智子氏(広島女子商短期大学)

「収書計画とその選定方法」

(研究討議)

事例発表と実状を踏まえて

(司　　　会)松本　博正氏

(広島修道大学図書館次長)
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平成10(1998)年度

<研修会>【第1回】

(開催年月日)平成10(1998)年9月11日(金)

(開催場所)近故大学工学部

(参加棺数・人数)25館　39人

(テ　ー　マ)電子情報と図書館

-インターネット活用法-

(基調講演)

演題:大学における情報教育とインターネット

ー情報活用能力の育成と図書館の役割一

講師:高山　智行氏

(近故大学工学部助教授)

(事例発表)

①橘　美紀子氏(広島大学)

「電子情報と図書館」

②岡野　ゆか氏、新田　恵子氏(近畿大学工学部)

「大学院対象の文献検索セミ'ナーを開催して」

(司　　　会)城　省自氏

(近故大学工学部図書館図書課長)

(実習)体験・インターネット活用法

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成10(1998)年11月30日(月)

(開催場所)呉大学

(参加館数・人数)24館　32人

(特別講演)

演題:情報とメディア

講師:繰田　智暗氏

(安田女子大学助教授)

(見学・研修)

呉大学図書館及び学内施設



平成11(1999)年度

く研修会>【第1回】

(開催年月日)平成11(1999)年9月14日(火)

(開催場所)広島経済大学

(参加館数・人数)21館　42人

(テ　ー　マ)カウンター業務は、今…

(基調講演)

演題:ある図書館のカウンターから

講師:山中　康行氏

(広島大学附属図書館情報管理課長)

(事例発表)

①辻　節子氏(広島中央女子短期大学)

(診森崎　敬子氏(広島市立大学)

③豊田　香代子氏(広島経済大学)

④岡原　遺枝氏(広島修道大学)

(研究討議)

・グループ討議(4グループ編成)

・全体討議

(司　　　会)西川　英治氏

(広島経済大学図書館次長)

(助　言　者)山中　康行氏

(広島大学附属図書館情報管理課長)

(見学・研修)

広島経済大学図書館所蔵希親文献

<研修会>【第2回】

(開催年月日)平成11(1999)年10月7日(木)

(開催場所)福山大学

(参加館数・人数)23館　36人

(l器　　　績)

演題:電子図書館の実像

講師:牛口　順二氏

(紀伊国屋書店営業総本部企画部長)

(見学・研修)

福山大学図書館及び学内施設
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