
  

 

平成２３年度人材委員会活動報告 

 

１．会議開催状況 

（１） 人材委員会 

（第１回） 

   日 時：平成２３年８月２５日（木） １５:００～１７:００ 

   場 所：東京大学附属図書館 大会議室 

   議 題： 

・ 平成２３年度人材委員会の体制と活動方針について 

・ 人材育成事業グループ活動報告 

・ 人事政策デザイン・グループ活動報告 

 

（第２回） 

   日 時：平成２３年１２月１日（木） １３:００～１４:００ 

   場 所：広島大学図書館 中央図書館 図書館長室 

   議 題： 

・ 平成２４年度マネジメント・セミナーについて 

・ 平成２４年度の海外派遣事業の実施について 

・ 「図書館職員の人事政策課題について(提言）」中間報告案の進捗状況について 

 

（第３回） 

   日 時：平成２４年３月７日（水） １３：００～１５：００ 

   場 所：東京大学附属図書館 第２小会議室 

   議 題： 

・ 平成２４年度国立大学図書館協会マネジメント・セミナーについて 

・ 平成２５年度以降の海外派遣事業について 

・ 「図書館職員の人事政策課題 (提言)」について 

・ 平成２３年度の人材委員会活動報告について 

 

（第４回） 

日 時：平成２４年５月１８日（金） １３：００～１３：５５ 

場 所：東京大学史料編纂所福武ホール中会議室 

議 題： 

 ・ 理事会への報告及び提案について 

 

（２） 人材委員会小委員会 

1) 人材育成事業グループ 

別紙資料１の活動報告を参照 

2) 人事政策デザイン・グループ 

別紙資料２の活動報告を参照 

 

（３） 海外派遣者選考委員会 

別紙資料３の委員会報告を参照 

 

 



２．活動成果 

（１） 第７回国立大学図書館協会マネジメント･セミナー  

テーマ：「変革の中で大学図書館の戦略的方向を探る」 

日時：平成２３年６月１７日（金） ９:００～１２:００ 

場所：グランドプリンスホテル広島 2 階メインバンケットホール「瀬戸内」 

受講者数：２０１名（８７機関） 

 

（２） 他機関が実施する研修事業との連携 

「平成２３年度大学図書館職員短期研修」 

主 催：国立情報学研究所 

共 催：京都大学附属図書館、東京大学附属図書館 

会場等：平成２３年１０月４日～１０月７日 京都大学（参加３８大学・機関４７名） 

    平成２３年１１月１５日～１１月１８日 東京大学（参加４０大学・機関５１名） 

 

「平成２３年度第 1 回東北大学附属図書館職員総合研修会 国立大学図書館協会海外派遣

事業 派遣報告」 

主 催：東北大学附属図書館 

共 催：東北地区大学図書館協議会 

会場等：平成２４年２月１７日 東北大学附属図書館（参加６大学・機関３９名） 

 

（３） 人事政策関連の調整及び意見調査 

1) 「図書館職員の人事政策課題について（提言）」中間報告案をまとめ、会員館から意見

を求めたうえ、「図書館職員の人事政策課題について（提言）」（案）を作成した。 

 

（４） 海外派遣事業関連 

1) 海外派遣者の選考結果に基づき、短期：３件５名を派遣した。（選考結果については、

第５８回総会及び新理事会にて報告済） 

2) 平成２４年度海外派遣事業について派遣者を選考した。 

 

（５） フレッシュ・パーソン・セミナーの実施状況 

地区 実施内容 

北海道 

平成 23年 11月 14日（月）～18日（金）  会場：北海道大学附属図書館 

 北海道大学、6名参加   

 北海道大学主催 

 ※図書系職員採用機関が北海道大学のみのため、研修は単独で実施 

東北 

平成 23年 11月 17日（木）  会場：東北大学附属図書館 

 19機関（国公私立大学）、42名参加 

 東北地区大学図書館協議会主催 

関東甲信越 

平成 23年 12月 5日（月）  会場：横浜国立大学  

 27機関（国公私立大学）、46名参加 

 関東甲信越地区国立大学図書館協会主催 

※「関東甲信越地区国立大学図書館職員研修」をフレッシュ・パーソン・セミ

ナーを兼ねるものと位置づけ開催 

東京 未実施 



 

３．委員会構成（平成 24 年 3 月 31 日時点） 

人材委員会 

 委員長 野家 啓一 東北大学附属図書館長 

高橋 隆行 福島大学附属図書館長 

東島  清 大阪大学附属図書館長 

富永 一登 広島大学図書館長 

池田 和夫 高知大学総合情報センター図書部門長 

片山 俊治 東北大学附属図書館事務部長 

石井 道悦 大阪大学附属図書館事務部長 

甲斐 重武 広島大学図書館副図書館長 

小委員会 

 委員長 石井 道悦 大阪大学附属図書館事務部長 

人材育成事業グループ 

 主査 片山 俊治 東北大学附属図書館事務部長 

小陳 左和子 東北大学附属図書館情報サービス課長 

江川 和子 お茶の水女子大学附属図書館図書・情報チームリーダー 

島  文子 千葉大学情報部学術情報課長 

飯塚 亜子 東京大学附属図書館情報サービス課参考調査係長 

赤澤 久弥 京都大学附属図書館情報サービス課参考調査掛長 

稲葉 洋子 神戸大学附属図書館情報管理課長 

北條 充敏 香川大学図書館情報図書グループリーダー 

細川 聖二 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課副課長 

人事政策デザイン・グループ 

 主査 石井 道悦 大阪大学図書館事務部長 

高橋 喜一 福島大学学術情報課長 

上原 正隆 筑波大学附属図書館情報管理課長 

郷原 正好 信州大学附属図書館副館長 

木村 晴茂 岐阜大学学術国際部長 

木下  聡 京都大学附属図書館総務課長 

益森 治巳 鳥取大学学術情報部長 

甲斐 重武 広島大学図書館副図書館長 

飯田 昇平  九州大学附属図書館図書館企画課長 

事務局 

 主査 白木 俊男 大阪大学附属図書館図書館企画課長 

 局員 赤井 規晃 大阪大学附属図書館図書館企画課企画係長 

 

 

東海北陸 

平成 23年 12月 15日（木）  会場：名古屋大学附属図書館 

 28機関（国公私立大学）、43名参加 

 東海地区大学図書館協議会主催 

近畿 未実施 ※隔年開講、平成 23 年度は中級研修を実施 

中国・四国 

九州 

平成 23年 9月 15日（木）～16日（金）  会場：九州大学附属図書館 

 25機関（国公私立大学）、35名参加 

 九州地区国立大学図書館協会、中国・四国地区国立大学図書館協会共催 



人材育成担当理事館 

東北大学附属図書館、福島大学附属図書館、大阪大学附属図書館、 

広島大学図書館、高知大学総合情報センター（図書館） 

 



別紙資料１ 

 

 

平成２３年度人材委員会人材育成事業グループ活動報告 

 

１．メンバー 

主査 片山 俊治 東北大学附属図書館事務部長 

  小陳 左和子 東北大学附属図書館情報サービス課長 

  江川 和子 お茶の水女子大学附属図書館図書・情報チームリーダー 

  島  文子 千葉大学情報部学術情報課長 

  飯塚 亜子 東京大学附属図書館情報サービス課参考調査係長 

  赤澤 久弥 京都大学附属図書館情報サービス課参考調査掛長 

  稲葉 洋子 神戸大学附属図書館情報管理課長 

  北條 充敏 香川大学図書館情報図書グループリーダー 

  細川 聖二 国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課副課長 

 

２．会議と検討内容 

（第１回） 

  日 時：平成２３年８月２５日（木） １３：００～１５：００ 

  場 所：東京大学附属図書館２階第１小会議室 

  議 題： 

・ 平成２３年度人材育成事業グループの活動について 

・ 課題と担当について 

 

（第２回） 

  日 時：平成２３年１１月８日（火） １４：００～１７：００ 

  場 所：東京大学附属図書館１階第３小会議室 

  議 題： 

・ 平成２４年度マネジメント・セミナーの実施について 

・ 今後の海外派遣事業の実施について 

・ 人材育成情報発信ウェブサイトについて 

・ 研修事業のあり方について 

 

（第３回） 

  日 時：平成２４年２月２７日（月） １４：００～１７：００ 

  場 所：東京大学附属図書館２階第１小会議室 

  議 題： 

・ 平成２４年度マネジメント・セミナーの実施について 

・ 平成２５年度以降の海外派遣事業の実施について 

・ 人材育成情報発信ウェブサイトについて 

・ 研修事業のあり方について 

 

（第４回） 

  日 時：平成２４年５月２５日（金） １５：３０～１７：３０ 

  場 所：東京大学附属図書館２階第１小会議室 



  議 題： 

・ 平成２４年度マネジメント・セミナーの実施について 

・ 平成２５年度以降の海外派遣事業の実施について 

・ 人材育成情報発信ウェブサイトについて 

・ 研修事業のあり方について 

 

３．今後の活動計画 

① 平成２４年度マネジメント・セミナーの準備 

② 平成２４年度海外派遣事業の実施 

③ 平成２５年度以降の海外派遣事業の策定 

④ 人材育成情報発信ウェブサイトの設置 

⑤ 他機関が実施する研修事業との連携 

⑥ 研修事業のあり方の検討 

 



別紙資料２ 

 

 

平成２３年度人材委員会人事政策デザイン・グループ活動報告 

 

１．メンバー 

主査 石井 道悦 大阪大学図書館事務部長 

  高橋 喜一 福島大学学術情報課長 

  上原 正隆 筑波大学附属図書館情報管理課長 

  郷原 正好 信州大学附属図書館副館長 

  木村 晴茂 岐阜大学学術国際部長 

  木下  聡 京都大学附属図書館総務課長 

  益森 治巳 鳥取大学学術情報部長 

  甲斐 重武 広島大学図書館副図書館長 

  飯田 昇平 九州大学附属図書館図書館企画課長 

 

２．会議と検討内容 

（第１回） 

  日 時：平成２３年８月２５日（木） １３：００～１５：００ 

  場 所：東京大学附属図書館３階大会議室 

  議 題： 

・ 人事政策課題等への意見照会結果について 

・ 平成 23 年度の活動について 

 

（第２回） 

  日 時：平成２４年２月６日（月） １４：００～１６：４０ 

  場 所：東京大学附属図書館２階第１小会議室 

  議 題： 

・ 「図書館職員の人事政策課題について(提言)」について 

・ スケジュール及び役割分担について 

 

 

３．今後の活動計画 

① 「図書館職員の人事政策課題について（提言）」のフォローアップ 

 

 


