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NPO法人 大学図書館支援機構
Institute for Assistance of Academic Libraries (IAAL)

2007年創設の非営利活動法人

　　　モデルにしたのは，OCLCの地区サービスプロバイダー(RSP)

主な研修事業

【集合型研修】

国立情報学研究所目録システム講習会講師および講師ガイダンス，私大図書館協会
東地区部会研修分科会企画・運営，図書館業務委託・派遣企業のスタッフ研修等

全国でRDA(Resource Description and Access)講習会を実施（2012年12月～）

【e-ラーニング】

国立情報学研究所NACSIS-CAT/ILLセルフラーニング教材作成支援
【認定試験】

IAAL大学図書館業務実務能力認定試験を2009年から年2回開催
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NPO法人 大学図書館支援機構
Institute for Assistance of Academic Libraries (IAAL)

IAAL研修事業で対象としている業務（現状）

【資料組織や総合目録に関する業務】

総合目録データベース(NII目録所在情報サービス)

RDA (Resource Description and Access)

【資料提供サービスに関する業務】

レファレンスサービス

ILLを含む文献提供

【その他】

マネージメント

IAAL研修事業の対象者

正規職員・非正規職員，大学図書館・関係機関・関係企業・個人

大学図書館を支える人材すべて
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事例１：国立情報学研究所目録システム講習会
講習会の実施

NII講習会への講師派遣
・Nll会場，地域講習会
・目録システム講習会（図書・雑誌コース）
講習会指導者の育成
・講師ガイダンス
その他目録システム講習会
・農林水産研究情報総合センター様等

講習会教材の開発

eラーニング教材シナリオ開発
・NACSIS-CAT/ILLセルフラーニング教材
原稿作成開発支援
講習会テキスト類の改訂
・テキストおよび課題集の改訂
・セルフチェックテスト作成・改訂
・事前修得テスト作成・改訂
・クイックレファレンス作成・改訂
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私立大学図書館協会東地区部会研究部　2009年度

研修分科会

2009
年度　第1回

2009
年5月22日（金

）

テーマ：収
集

来訪者受付にいますので、必ずこの時間内にお集まりください。

オフィス低層用エレベータで９階に上がります。

090-9828-7026）までご連絡ください。

住所
〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-7-12 

JRサピアタワー9階

JR東京駅
サピアタワー入口

第 ２ 期 　 研 修 分 科 会 ご 案 内

! ※題字欄の写真は明治大学図書館のサイトより

2010 eastlib
研修分科会

研修分科会について
現在大学図書館では、アウトソーシングが進
み、専任職員には個々の業務を理解するだけ
でなく、マネージメント能力が求められてい
ます。マネージメントとは、大学図書館を俯
瞰し、広い視野で方向性を見極めることでは
ないでしょうか。この研修分科会では毎回
テーマを決めて材料を提供しますので、参加
者各自が自分の図書館を見つめ直し、大学図
書館の役割を考える場にしたいと思っていま
す。
また、年6回を通して，大学の枠を越えた仲
間作りの場にしていきましょう。相談できる
仲間が他の大学図書館にできれば，きっと
困った時に助け合えると思います。

Time Table

時間 内容

13:00-13:10 オリエンテーション

13:10-14:00 自己紹介/宿題発表

14:00-14:30 図書館見学

14:30-15:30 中林氏講演

15:30-16:30 グループ討議

16:30-16:50 発表

16:50-17:00 連絡事項

オンライン・レファレ
ンスは可能か
第1回は，箱ものの「図書館」ではなく，ど
こからでも受けられるオンラインサービスの
可能性を考えることにしましょう。大学図書
館の学習支援，情報提供機能の面から図書館
サービスを捉え，オンラインレファレンスの
実例，システム紹介を交えて，明治大学図書
館中林氏に講演していただきます。

オンラインレファレンスはアメリカの大学図
書館では，もはや当たり前のサービスになっ
ています。また，Library of Congressの
Ask a librarian，Ask a librarian(UK）の
事例をみるのも面白いので，是非事前に各自
で見ておきましょう。

確かに利用者にとって便利なサービスです
が，提供するには回答するレファレンスライ
ブラリアンの存在が必要です。インターネッ
トで何でも調べられるという風潮に，学術的
な根拠を示す教育的役割は大学図書館の存在
意義でもあります。では，どうしたら高度な
回答ができるようになるでしょうか。システ
ムの裏で，私たちがどのようにスキルアップ
していくかも重要な課題です。

ひとつの図書館で難しければ，目録のように
大学の枠を越えた共同レファレンスを実現し
ていくことは可能でしょうか。

グループ討議ではそれらの課題を話し合って
もらいます。

宿題
皆さんの図書館ではどの様なサービスをオン
ラインで提供していますか？ レファレン
ス，ILLや，購入希望などの内，非来館型
サービスを，表に書き込んで下さい。初回な
ので，個人のプロフィールと合わせて，所属
図書館の紹介をしてもらいます。

締切：5月21日（金）
提出先：el-ken-b-ml@jaspul.org

私立大学図書館協会　東地区研究部　研修分科会　第２期　2010年度　

日時
2010年6月4日（金）

13:00-17:00

会場
明治大学中央図書館

B2グループ閲覧室

テーマ
オンラインレファレンスは可能か

講演
中林雅士氏（明治大学図書館）

Access Map
    第1回　2010. 6. 4.

はじめまして，大学図書館支援機構の
高野です。今年度も研修分科会企画・
運営を担当させていただきます。毎回
刺激的で，日常から一歩踏み出した内
容にしたいと思っています。皆さま，
よろしくお願いします。

会場へは開始の定刻前
にお越しください。

また、急に来られなく
なった場合や遅刻する

場合は、必ず連絡をお
願いします。

大学図書館支援機構事
務局 携帯番号：090-9

100-0387

日時：
2011年5月26日（木）13時～17時

会場：
東京農業大学世田谷キャンパス　図書館4階視聴覚ホール
世田谷キャンパスヘのアクセスは下記のサイト参照
http://www.nodai.ac.jp/access/map_s.html

私立大学図書館協会　東地区研究部　研修分科会
第３期　2011年度

http://www.jaspul.org/e-kenkyu/el-ken-b/index.html

2011研修分科会
第1回

2012 研修分科会
私立大学図書館協会 東地区研究部

第 1 回　開催ご案 内

第
４
期

ホ ー ムペ ー ジ よ り
東京農業 学「 と農」の博物館

在 学図書館ではアウトソー
シングが進み、専任職員には

個々の業務を理解するだけでな
く、マネージメント能 が求めら
れています。マネージメント を
めるには、 学図書館のおかれ

め直し、 学図書館の役割を考え
る機会にできればと思っていま
す。
また、年6回を通して、 学の枠
を越えた仲間づくりの場にしてい
きましょう。相談できる仲間が他

日時
2012年5月30日（水）
13:00-17:00

会場
東京農業大学世田谷キャンパス
食と農の博物館　セミナー室

オリエンテーション
集合
13時は開始時間です。会場へは
定刻前におこしください。欠席
の場合は事前にメーリングリス
トにご連絡ください。当日急に
来られなくなった場合や遅刻す
る時は、下記の大学図書館支援

研修分科会について

現
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事例2：私立大学図書館協会東地区研修分科会
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研修分科会について
By 大学図書館支援機構(IAAL) 高野

　現在、大学図書館ではアウト
ソーシングが進み、専任職員に
は個々の業務を理解するだけで
なく、マネージメント力が求め
られています。マネージメントの
能力を高めるには、大学図書館
が置かれている環境や世界の動
向を知って、広い視野で方向性
を見極めることが必要です。
　研修分科会では、大学図書館
で今起こっているホットな話題

を取りあげ、毎回テーマを決めて
材料を提供します。参加者の皆
さんがそれを元に、自分の図書
館を見つめ直し、大学図書館の
役割や未来を考える機会にして
いただければと思っています。
　また、これからの大学図書館
の在り方を考える時、大切なの
は「協同」「恊働」の視点では
ないかと思います。それぞれの
図書館の中だけにこもっていて

は、できることが限られます。
そのためにこの研修を通して、
大学の枠を越えた仲間をつくり
ましょう。相談できる仲間が他
の大学図書館にいると、きっと
困った時に助け合えると思いま
す。
　会員みんなで、楽しい分科会
にしていきたいと思っています。
　

2013研修分科会通信
私立大学図書館協会
東地区研究部
第５期研修分科会
開催のご案内

第1回
専修大学
生田キャンパス
120年記念館(9号館)

20
13
年

6月
5日

オリエンテーション
集合
　13時は開始時間です。会場へは定刻前におこしください。欠席の場合は事前にメーリングリストにご連絡ください。当日
急に来られなくなった場合や遅刻する時は、下記の大学図書館支援機構 (IAAL) 事務局携帯電話に必ず連絡をお願いします。

メーリングリスト
　jaspul2013kenshu@googlegroups.com
　（このML宛のメールが配信されるメンバーは、研修分科会会員、幹事校、IAAL事務局です。）
　皆さんへのお知らせはこのメールにお送りください。
IAAL事務局連絡先
　170-0004豊島区北大塚1-19-12　6F　　TEL: 03-5961-3401　FAX: 03-5944-5087
　E-mail: info@iaal.jp　IAAL緊急連絡先（携帯番号）090-9100-0387

第1回会場案内
　専修大学生田キャンパスへは、向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「専修大学前」「専修大学9号館」または「聖マリア
ンナ医科大学」「あざみ野」行きバス約10分。あざみ野駅（東急田園都市・横浜市営地下鉄）より「専修大学9号館」行き
直行バス（学生専用）で約20分。
　キャンパス案内URL：http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/profile/campus.html#map_ikuta

カンボジア　アンコールワットの図書館跡
研修分科会について
　現在，大学図書館ではアウトソーシン
グが進み，専任職員には個々の業務を理
解するだけでなく，マネージメント力が
求められています。マネージメントの能
力を高めるには，大学図書館が置かれて
いる環境や世界の動向を知って，広い視
野で方向性を見極めることが必要です。
　研修分科会では，大学図書館で今起
こっているホットな話題を取りあげ，毎
回テーマを決めて材料を提供します。参
加者の皆さんがそれを元に，自分の図書
館を見つめ直し，大学図書館の役割や未
来を考える機会にしていただければと
思っています。
　また，これからの大学図書館の在り方
を考える時，大切なのは「協同」「恊
働」の視点ではないかと思います。それ
ぞれの図書館の中だけにこもっていて
は，できることが限られます。そのため
にこの研修を通して，大学の枠を越えた
仲間をつくりましょう。

placerat ut quis 2

集合
　13時は開始時間です。会場へは
定刻前におこしください。欠席の
場合は事前にメーリングリストに
ご連絡ください。当日急に来られ
なくなった場合や遅刻する時は，
左記の大学図書館支援機構 (IAAL) 
事務局携帯電話に必ず連絡をお願
いします。

メーリングリスト
　連絡は下記のMLを使用します。
jaspul2013kenshu@googlegrou
ps.com

　このML宛のメールが配信される
メンバーは，研修分科会会員，幹
事校，IAAL事務局です。
　欠席の連絡，皆さんへのお知ら
せ，IAALへの要望等はこのメール
にお送りください。
IAAL事務局連絡先
〒171-0021豊島区西池袋5-14-8 6F
TEL: 03-5927-8288
FAX: 03-5927-8287
E-mail: info@iaal.jp　
IAAL緊急連絡先（高橋携帯番号）
090-9100-0387

オリエンテーション

 向ヶ丘遊園駅（小田急線）北口より「専修大学前」行きバスで約10分 
→終点下車
あざみ野駅（東急田園都市・横浜市営地下鉄）より「専修大学9号館」
行き直行バス（学生専用）で約20分

会場案内
専修大学 生田キャンパス
9号館2階92B会議室

2014 研修分科会
第６期! ! 第1回　2014.6.12

! 私立大学図書館協会東地区部会研究部

http://www.senshu-u.ac.jp/
univguide/profile/access.html#ikuta

　相談できる仲間が他の大学図書館
にいると，きっと困った時に助け合
えると思います。会員みんなで，楽
しい分科会にしていきたいと思って
います。

　企画・運営はNPO法人大学図書館
支援機構(IAAL)の高野，高橋が担当
します。ちょっと先輩と思って，気
軽にお声かけください。どうぞよろ
しくお願い致します。

IAAL  高野真理子
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事例３：IAAL大学図書館業務実務能力認定試験

総合目録

図書初級
100問 50分 NACSIS-CATにおける図書の検索から所蔵登録の範囲

総合目録

雑誌初級
100問 50分 NACSIS-CATにおける雑誌の検索から所蔵登録の範囲

総合目録 図書中級
150問 90分 NACSIS-CATにおける図書の書誌登録の範囲総合目録

雑誌中級
150問 90分 NACSIS-CATにおける雑誌の書誌登録の範囲

情報サービス 文献提供
100問 50分 利用者の求めに応じて資料を提供する能力

2009年春季から毎年2回実施

受験者数累計：2,066人，合格者累計：974人
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インストラクショナル・デザイン
•  参加者の特性と動機づけを結びつける 

•  大きな目標から具体的な到達目標へ設定を掘り
さげる

•  構成主義：学習者が既知と経験を新しい情報と
合わせて，自ら判断・行動ができるように「構
成」していく

•  学習成果の５分類「知的技能」「認知的方略」
「言語情報」「運動技能」「態度」

9

学習成果の5分類
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参加者の特性と動機づけ

11

参加者の特性と動機づけ
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アウトラインを描く

13 14

まとめ
ゴールの確認 →　新たなステップアップへ

　　例：IAAL認定試験

　　例：成果物の作成，発表プレゼン...

目に見える成果，基準に基づいた評価，充実感を
大切に
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