
大学図書館支援機構 2010 年度事業報告 

 
 第四年度は，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。当機

構事業の根幹と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」「総合目録-雑

誌初級」および「総合目録-図書中級」を実施しました。その他，ニュースレター 6〜8 号を発行、プ

ライバシーマークを取得しました。 

 
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 

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 ４回 各回講師・講師補助 3名 

東北大学地域講習会 講師１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 ３回 各回講師・講師補助 3名 

東京大学地域講習会 講師１名 

京都大学地域講習会 講師２名 

ILL システム講習会 

国立情報学研究所 ２回 各回講師・講師補助 3名 

九州大学地域講習会 講師１名 

大阪大学地域講習会 講師１名 

2011 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 4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 4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。 

2010 年度 

国立情報学研究所雑誌講師ガイダンス 

岡山大学図書・雑誌・ILL 講師ガイダンス 

2011 年度 

国立情報学研究所図書講師ガイダンス 

③ NACSIS-CAT/ILL ワークショップ 

  コーディネーター 12/8-12/10 
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④ 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行なった。 

教材名 受託内容 

ILL BLDSC への外部依頼機能停止に伴う改修 

⑤ 平成 23 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。 
⑥ 平成 23 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）の講義要領の改訂を行った。 
⑦ 平成 23 年度目録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セルフチェックテスト作成改訂を担当した。 

 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 

⑧ 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 

⑨ 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（7/28-30） 

目録システム講習会雑誌コース（1/19-21） 

 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) 図書館関連団体研修事業 

① 日本データベース開発株式会社 スタッフ研修 

 「NACSIS-ILL」（8/11） 

② 丸善株式会社 図書館アウトソーシング事業部 名古屋図書館サービスセンター 

有限会社リブス スタッフ研修 

 「NACSIS-CAT/ILL 及び国立情報学研究所」(8/13)  

③ 福岡県・佐賀県大学図書館協議会北部地区目録講習会 

  教材作成協力 

④ 株式会社キャリアパワー スタッフ研修 

  「カウンター業務で必要な目録スキル」（9/5） 

⑤ 日本データベース開発株式会社 スタッフ研修 

  「レファレンス」（9/8） 

⑤ 株式会社キャンパス スタッフ研修 

  「接遇・ビジネスマナー」「大学図書館の現状と未来」（9/11） 

⑥ LCO 株式会社 クルー研修 

「レファレンス（データベース）」（9/25） 

⑦ 北海道地区私立大学図書館協議会研修 

「IAAL 認定試験のめざすもの」（10/15） 

⑧ アラビア文字図書データベース連絡会 

   「IAAL 認定試験のめざすもの」（3/4） 

⑨ 丸善株式会社 図書館アウトソーシング事業部 名古屋図書館サービスセンター 

有限会社リブス スタッフ研修 
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   「パスファインダーについて」（3/12） 

⑩ LCO 株式会社 クルー研修 

「こんな図書館があったら」(4/23) 

(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より，2009 年度発足の研修分科会企画運営を受託。 

 2010年度 

  会員 19名 

  会場 明治大学，東京理科大学，青山学院大学，早稲田大学 

  全６回 

「オンラインレファレンスは可能か」6/4，「アウトソーシングの基礎知識」7/9，「見学ツアー 

国立国会図書館・国立情報学研究所・千代田図書館」8/31，「情報リテラシー教育について」10/1，

「Google edition」10/29，「目録世界の動向」12/17 

 2011年度 

  会員 28名 

  会場 東京農業大学，専修大学等 

  全６回 

 「機関リポジトリ」5/26  
(4) 大学図書館業務実務能力認定試験 

■ 2010 年秋 

  「総合目録-雑誌初級」第 2回，「総合目録-図書中級」第 1回 

会場：①東京-立教大学 

   ②大阪-大阪府私学教育会館 

日時：11 月 7日「総合目録-雑誌初級」14:00-14:50, 「総合目録-図書中級」14:00-15:30 

出題：マークシート方式・「総合目録-雑誌初級」100 問，「総合目録-図書中級」150 問 

受験応募者数・受験者数 

図書中級 雑誌初級  
受験者 合格者 受験者 合格者 

東京 42 5 65 31

大阪 22 17 38 13

合計 
（合格率） 

103 44

(42.7%）

64 22 
(34.4%) 

 

■ 国立情報学研究所に後援を要望 

■ IAAL 認定試験のホームページを作成 

 

２ 情報リテラシー教育支援事業 

(1) 国立情報学研究所 学術情報リテラシー研修コーディネーター 

 大阪大学会場 10/20-22，国立情報学研究所会場 11/17-19 

(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 レポート作成講座 11/27 
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 ３ 大学図書館業務支援事業 

(1) CAT アドバイザー 

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

本データベース開発株式会社・株式会社紀伊國屋書店から受託した。 

(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、引続き 2010 年度も引続き受託することとなった。2010 年度は、目録作成関連

業務の他、図書受入業務も受託。スタッフは 2011 年 5 月末現在 20 名。 

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 目録システムの基礎，ドイツ語・フランス語・ロシア語・ラテ

ン語小テスト，ハングル勉強会，「地図資料の整理」6/28，「プレゼンテーショントレーニング」

9/3,「雑誌について」9/11,「中国書書誌・ハングル書誌作成の基礎知識」10/8，NDC 分類等）を

継続的に行っている。 
筑波大学大学院修了生のインターンシップを受入れた。8/23-9/14 

(3) 国立情報学研究所 KAKEN SGML データ修正及び XML 反映作業 10 月〜 

(4) 国立情報学研究所 CiNii 雑誌書誌 NDL と NACSIS-CAT 対応付け作業 1/31-2/15 

(5) 国立情報学研究所 海外出版社との連絡調整補助業務 3 月〜 

(6) オンラインナレッジサービス 

当機構が明治大学と独占利用契約を結ぶ形で，事業展開。立教大学図書館、12月より導入。 

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株式会社に委託。 

 

 ４ 図書館運営に関わる助言・援助事業 

(1) 『IAALニュースレター』刊行 

6 号（2010 年 7 月 31 日発行）カラー16 ページ，印刷部数 1,500 部。 

7 号（2010 年 10 月 30 日発行）カラー12 ページ，印刷部数 1,500 部。 

8 号 (2011 年 3 月 31 日発行) カラー16 ページ，印刷部数 2,000 部。 

発送数 1,200 部発送。私立大学図書館総会等で配布。また，PDF でも公開した。 

(2) その他執筆活動 
“大学図書館の外部委託を失敗させないために” 『現代の図書館』2011.6 
“大学図書館業務研修のインストラクショナル・デザイン”『大学図書館研究』2011.3（予定） 

 

事務関係事項 
東京都に平成 21 年度報告提出。8/27 
IAAL 事務局職員採用 1 名（会計担当）（8/25 より週 4 日勤務）  
事務局移動 

5/13 大塚ゼネラルビル６階内のレイアウト変更に伴い移動作業を行った。 

（「大塚ゼネラルビル」は 2011 年 6 月より「コルティス大塚」に改称された。） 

プライバシーマーク取得 

8/23 現地審査が行われ、12/18 財団法人 日本情報処理開発協会よりプライバシーマーク取得

団体として認定。 

専門的資料の書誌入力業務 
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全省庁統一資格審査申請し、D の資格取得。 
 

 

理事会開催記録 

第 28 回 2010 年 7 月 10 日（土） 14:00−16:00 IAAL 事務所 

第 29 回 2010 年 9 月 4 日（土） 14:00−15:40 IAAL 事務所 

第 30 回 2010 年 10 月 16 日（土） 14:00−16:00 IAAL 事務所 

第 31 回 2010 年 11 月 13 日（土） 14:00−16:00  IAAL 事務所 

第 32 回 2011 年 1 月 29 日（土） 14:00−16:00  IAAL 事務所 

第 33 回 2011 年 4 月 2 日（土） 14:00−16:00  IAAL 事務所 

第 34 回 2011 年 5 月 21 日（土） 13:00-15:00  IAAL 事務所 

 

会員現況（2011 年 5 月末現在） 

正会員   42 名 

賛助会員 25 名 

団体会員 21 件 

以上 
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