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大学図書館支援機構 2009 年度事業報告 

 
 第三年度は，引き続き大学図書館職員研修事業，大学図書館の情報リテラシー教育支援事業，大学

図書館業務支援事業として目録作成事業，および NII 品質管理室 CAT アドバイザーの業務を行いまし

た。当 NPO 事業の根幹ともなる大学図書館業務実務能力認定試験について，「総合目録-図書初級」を

2 回「総合目録-雑誌初級」を１回実施しました。また，大学図書館業務支援事業の一環として，「オ

ンラインナレッジデータベース」システムをリリースしました。その他，規定類（講師派遣規定，就

業規則等）の整備，プライバシーマーク取得に向けての取組みを行い，組織内部の整備を進めました。 

 
特定非営利活動に係る事業 
１ 大学図書館職員研修事業 
(1) 大学図書館職員研修支援事業 

①. 国立情報学研究所 教育研修事業等 講師派遣 

2009 年度 

目録システム講習会図書コース 

国立情報学研究所 ５回 各回講師・講師補助 3名 

九州大学地域講習会 講師１名 

   目録システム講習会雑誌コース 

国立情報学研究所 ４回 各回講師・講師補助 3名 

東京大学地域講習会 講師１名 

ILL システム講習会 

国立情報学研究所 ４回 各回講師・講師補助 3名 

2010 年度 

目録システム講習会図書コース 

国立情報学研究所 １回 各回講師・講師補助 3名 

目録システム講習会雑誌コース 

国立情報学研究所 １回 各回講師・講師補助 3名 

②. NACSIS-CAT/ILL 講習会講師ガイダンス 

国立情報学研究所の行う NACSIS-CAT/ILL 講習会講師ガイダンスの委託を受け、企画書（カリ

キュラム）を作成し、毎回 2 名の講師を派遣した。またあわせて欧州の NACSIS-CAT 参加館向

け講習会を行った。 

2009 年度 

国立情報学研究所雑誌講師ガイダンス 

京都大学講師ガイダンス図書および欧州 NACSIS 参加館講習 

岡山大学図書雑誌講師ガイダンス 

2010 年度 

国立情報学研究所図書講師ガイダンス 

③. NACSIS-CAT/ILL セルフラーニング教材開発支援 

国立情報学研究所のセルフラーニング教材開発支援を担当した。 

教材名 受託内容 納品日 担当 

図書登録総論 実装支援及び印刷用原稿作成 2009.1.29 

雑誌登録総論 実装支援及び印刷用原稿作成 2009.1.29 

高野，小島 
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④. 平成 22 年度目録システム講習会テキスト等改訂 

目録システム講習会（図書コース，雑誌コース）の教材について，テキスト・検索課題集・

登録課題集・課題集解答例集の改訂を行った。 
⑤. 平成 22 年度講習会講義要領改訂 

目録システム講習会（図書コース，雑誌コース）および ILL システム講習会の講義要領の

改訂を行った。 
⑥. 平成 22 年度目録/ILL システム講習会テスト問題改訂 

 国立情報学研究所の講習会で使用する２種類のテスト作成改訂を担当した。 

・ セルフチェックテスト（図書 2.5 日コース，3日コース/雑誌 2.5 日コース，3日コース）

各 10 問*3 回分 

・ 目録システム講習会（図書コース／雑誌コース），ILL システム講習会修得テスト 

各 20 問*3 種 

⑦ システム講習会クイックレファレンス（下敷き）作成 
     図書コース用，雑誌コース用 

⑧. 農林水産研究情報総合センターNACSIS-CAT システム講習会 

目録システム講習会図書コース（10/16-17） 

目録システム講習会雑誌コース（2/8-10） 

 センター独自のシステムを使っての講習実施。 

全国の農水関係研究機関担当者がオンラインで受講。 

(2) 図書館関連企業スタッフ対象研修事業 

① 名古屋丸善，リブス 

「雑誌について」(8/13)   

② 日本データベース開発 

「閲覧スタッフ研修：ILL 概論」（8/14，8/20） 

③ LCO 株式会社 

  「雑誌について（大学図書館と雑誌、雑誌とは、雑誌の目録と所蔵情報）」（9/12） 

④ 丸善スタッフ研修 

  「機関リポジトリ」（10/24） 

⑤ 名古屋丸善スタッフ研修 

  「レファレンス（新聞・雑誌）」（11/8） 

⑥ 図書館スタッフ・丸善スタッフリーダー研修 

「情報リテラシー教育実務」（12/5） 

⑦ 東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室 

「NACSIS-CAT におけるアラビア語資料の取扱い」（3/6） 

参加はアラビア文字資料専門家 

⑧ 紀伊國屋書店・関東学院大学図書館研修 （3/29） 

1）目録の現状と今後として全体を俯瞰した話（講師：和光大学非常勤講師宮田洋輔氏） 

2）特殊資料の整理-地図資料 

⑨ LCO 株式会社スタッフ研修 

「2010 年度方針の具現化の為に」（4/17） 

(3)  私立大学図書館協会研修分科会 

私立大学図書館協会東地区研究部運営委員会（代表：東京理科大学図書館）より，2009 年度発足

の研修分科会企画運営を受託。 
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 2009 年度 

定員 28 名 

会場（埼玉大学東京サテライト） 

全４回：5/22，7/10，10/16，12/4 13:00-17:00 

 第2回 7/10「大学図書館サービスの新たな展開」 

 第3回 10/16「目録の世界の新たな動向」 

 第4回 12/4「ラーニング・コモンズ」 

 研究部報告大会 12/15 

 2010年度 

  会員 19名 

  会場 明治大，東京理科大，青山学院大，早稲田大 

  全６回 6/4，7/9，8月見学ツアー10/1，10/29，12/17 

(4) 大学図書館業務実務能力認定試験 

 ■「総合目録-図書初級」第 2回，IAAL 認定試験実施 

・第 18 回理事会(6/13)にて 2009 年 11 月 15 日(日)に東京，大阪にて実施することを決定。 

会場：①東京-ＴＫＰ虎ノ門ビジネスセンター 

   ②大阪-ＴＫＰ大阪梅田ビジネスセンター 

時間：14:00-14:50 

受験応募者数：216 名（東京 113 名，大阪 103 名） 

受験者数：207 名（東京 106 名，大阪 101 名） 

合格者：87名（合格率 37％）第 22 回理事会（11/21）にて合格ライン認定，12/23 結果送付 

■「総合目録-図書初級」第 3回，「総合目録-雑誌初級」第１回，IAAL 認定試験実施 

・第 22 回理事会(11/21)にて 2010 年 5 月 16 日(日)に東京，大阪，福岡にて実施することを決定。 

会場：①東京-ＴＫＰ代々木ビジネスセンター 

     ②大阪-大阪府私学教育文化会館 

③福岡-ＴＫＰ博多シティーセンター 

時間：14:00-14:50 

受験応募者数と受験者数 

図書 雑誌 合計  
申込み 受験 申込み 受験 申込み 受験 

東京 77 73 63 53 140 126 
大阪 51 49 17 15 68 64 
福岡 18 17 8 8 26 25 
合計 146 139 88 76 234 215 

合格者 

 図書 雑誌 

東京 37 35

大阪 25 11

福岡 10 6

合計 72 （51％） 52 （68％）

「総合目録-図書初級」「総合目録-雑誌初級」について 

受験料：一般 3000 円，会員 2000 円 
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出題：マークシート方式・二者択一・100 問 

＊図書館振興財団助成金については応募するも，不採択。受付期間 4/1-30，結果発表 5/17。 
(5) 「NPO 法人大学図書館支援機構講師派遣規約」策定 

講師謝金規定および講師派遣申込書書式作成 
（団体会員）講演２時間までは、30,000 円、その後、1時間毎に 15,000 円を加算。 

（団体会員外）講演２時間までは、50,000 円、その後、1時間毎に 25,000 円を加算。 

 
2 情報リテラシー教育支援事業 

(1) 学術情報リテラシー教育担当者研修 

    明治大学図書館の職員研修プログラム 

昨年より引続き、明治大学の文部科学省平成 20 年度「特色ある大学教育支援プログラム（特

色 GP）「『教育の場』としての図書館の積極的活用」の取組として行われた「明治大学図書館

職員スタッフデベロップメント（SD）プログラム」の企画運営を行った。11/27，11/30 

講師：元ＮＨＫアナウンサー岡留政嗣氏：分かりやすく「話し伝える基本」 

京都大学 溝上慎一氏：「学生が主体的に学ぶ為の授業デザイン」 
(２) 大学図書館で行う情報リテラシー教育への講師派遣 

関西福祉科学大学図書館 学生対象のレポート作成法基礎編 5/22 
講師：井上 真琴氏 

 

3 大学図書館業務支援事業 

(1) CAT アドバイザー 

 国立情報学研究所の書誌調整業務は，紀伊國屋が日本データベース開発に委託して，国立情報

学研究所内で行われている。2008 年度よりこれが外部の委託作業に変更になることに伴い，目録

専門家を担保する必要があり，大学図書館支援機構へ協力要請があった。 

「目録所在情報サービス(NACSIS-CAT/ILL)品質管理業務委託」の CAT アドバイザー部分を日本デ

ータベース開発から 2008 年度より３カ年契約で受託した。 

2008 年 4 月から大塚に設けられた事務所で高野，岡田が CAT アドバイザーとして勤務している。

2009 年 4 月以降，雑誌部分の契約に変更し，引き続き高野が担当している。 

国立情報学研究所との月次定例会に出席している。 

(2) 立教大学目録作成事業 

2008 年度立教大学図書館目録作成関連業務委託に応募し，当機構が受託した。2008 年 4 月 1 日

から事業を開始したが、引続き 2009 年度も受託。2010 年度も引続き受託することとなった（スタ

ッフ 17 名）。2010 年度は、目録作成関連業務の他、図書受入業務も受託。4月 1日に新座スタッフ

は、池袋に統合された。スタッフは 2010 年 5 月末現在 21 名となる。 

一部スタッフは、国立情報学研究所目録システム/ILL システム講習会の講師も勤めている。 

スタッフ内部研修・勉強会（NII 目録システム講習会の紹介，視聴覚資料の目録規則，洋図書の目

録規則，NACSIS-CAT 書誌の検索・同定）を継続的に行っている。 
内閣府「大学におけるアウトソーシング先進事例調査」（工業市場研究所委託調査）の中で，立教

大学図書館が先進事例として報告されている。 

(3) 専門的資料の書誌入力業務 
 農林水産研究情報総合センターNACSIS 準拠図書入力業務受託 

入力冊数：和書 228 冊（灰色文献でオリジナル入力のもの） 

作業場所：霞ヶ関 
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使用システム：農林水産研究情報総合センターの図書資料管理システム 

これに伴い全省庁統一資格審査申請し、D の資格取得。 
 (4) オンラインナレッジサービス 

IAAL が明治大学と独占利用契約を結ぶ形で，事業展開。 

サーバを大塚の事務所に設置、運用を日本データベース開発に委託。 

IAAL サイトにリリース広報 1/12 詳細資料 PDF を公開。 

 

4 図書館運営に関わる助言・援助事業 

1 図書館委託コンサルティング 

(1) 明治大学図書館業務委託に関するコンサルティング 

社労士による実地調査をもとに報告書を作成。 

(2) その他 

・  NHK からの取材相談：Wikipedia に関する取材 
・ 「図書館情報学検定試験」の試験実施作業（外注）の依頼 

2 広報活動 

(1) 『IAALニュースレター』刊行 

3 号（2009 年 5 月 30 日発行）カラー12 ページ，印刷部数 2,500 部。 

4 号（2009 年 10 月 31 日発行）カラー12 ページ，印刷部数 2,500 部。 

5 号 (2010 年 3 月 31 日発行) カラー16 ページ，印刷部数 2,500 部。 

発送数 1,200 部発送。国立大学図書館協会総会，私立大学図書館総会，図書館総合展等で配布。ま

た，PDF でも公開した。 

(2)  図書館総合展ブース出展 

2009年11月10日（火）～12日 （木）パシフィコ横浜  

理事、会員各位、IAAL スタッフご協力のもと、当ブースは盛況で、注目を集めた。 

パネル、認定試験クイズ、プロモーションビデオ、IAAL 紹介チラシ、ノベルティグッズ（マウ

スパッド、カレンダー、ボールペン）等を用意し、ニュースレターのバックナンバーも配布した。 

オンラインナレッジデータベースのパンフレットを欲しいという要望があった。 

・認定試験のゲーム体験者は、1日約 100 名 

・ 来場者約24,500人(内大学図書館関係者24.8％)と公表されている。昨年より1000人増。 

(4) 文化財保存・デジタル化技術最前線見学会 

8/26 私立大学図書館協会総会（会場：佛教大学）に合わせ，IAAL 主催の株式会社大入見学会を

行い，15 名の参加があった。 
(5) 私立大学図書館協会総会 

8/26-28 丸善株式会社ブースにて、IAAL 認定試験チラシと、ニュースレターNo. 3 を配布させて

いただいた。 
(6) 明治大学のリバティー・アカデミーの実務講座 図書館員のためのブラッシュアップ講座（正会

員松下鈞氏）後援 
 

事務関係事項 

2009 年 7 月 30 日所轄庁（東京都）へ平成 20 年度事業報告等提出 
IAAL 事務局専従職員採用  1 名 7/21 より勤務 

リクナビ NEXT に 2 週間応募記事を掲載。ノミネート数：約 1400。履歴書送付：約 800。 
事務局移動 
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大塚ゼネラルビル６階内のレイアウト変更（2/11-14 工事）に伴い移動作業を行った。 

プライバシーマーク取得に向けて 

7/1 プライバシーマーク取得の為の顧問契約をバルク株式会社と締結。説明会 4 回説明会を経

て，「個人情報保護方針」、「個人情報の取り扱いについて」規定が認証される。4/28 申請書類

提出し，2010 年８月に現地審査が行われる予定となっている。 

図書整理支援事業部設置 
図書の整理業務についてＮＰＯ法人の特色を出した管理方法や，受託内容の範囲の検討，IAAL
事業全体の中での図書整理業務の位置付けについて検討するために事業部を設置した。 
就業規定の整備，スタッフの組織図を作成し，定期的なミーティング，スタッフの福利厚生な

どを進めている。 
 

理事会開催記録 

第 18 回 2009 年 6 月 13 日（土） 14:00−15:45 IAAL 事務所 

第 19 回 2009 年 7 月 18 日（土） 16:00−16:55 第一イン池袋（2F アゼリア 1） 

第 20 回 2009 年 9 月 5日（土） 14:00−16:30 IAAL 事務所 

第 21 回 2009 年 10 月 17 日（土） 14:00−16:00  IAAL 事務所 

第 22 回 2009 年 11 月 21 日（土） 14:00−16:30  IAAL 事務所 

第 23 回 2009 年 12 月 19 日（土） 16:10−18:00  IAAL 事務所 

第 24 回 2010 年 1 月 30 日（土） 14:00-17:00  IAAL 事務所 

第 25 回 2010 年 3 月 6日（土） 14:00−16:15  IAAL 事務所 

第 26 回 2010 年 4 月 10 日（土） 14:00−16:00  IAAL 事務所 

第 27 回 2010 年 5 月 22 日（土） 13:00-14:30  IAAL 事務所 

 

会員現況（2010 年 5 月末現在） 

正会員   40 名 

賛助会員  33 名 

団体会員  21 件 
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