
国⽴⼤学図書館協会地区協会助成事業実施状況 
 
令和 3（2021）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 オンライン

講演・実習 
魅せるオンライン教材！デジタル時代のリテラシー教育 

東北 オンライン
ワークショップ 

コミュニケーションの場をひらく：図書館が企画するこれからのワー
クショップ 

東京 プロジェクト 国⽴⼤学図書館協会 LibrarianMap の運⽤ 
（オンラインイベント「突撃！隣の図書館員：LibrarianMap でスキル

アップを考えよう」開催を含む） 
東海北陸 オンライン

講演 
「多様性」時代の⼤学図書館：知ることから始めよう 

近畿 オンライン
研修 

研究データポリシーの策定に向けて 

近畿 オンライン
研修 

⼤学図書館職員のための「デジタル教科書による授業運営の現状と課
題」 

近畿 オンライン
講演 

図書館の防災を考える：実践的危機管理訓練の有⽤性 

中国四国 オンライン
研修 

第 9 回中国・四国・九州・沖縄地区⼤学図書館職員フレッシュパーソ
ンセミナー 

九州 オンライン
講演 

図書のカビ対策及び⽔損資料レスキュー 

 
令和２（2020）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 オンライン

研修 
コロナ禍を⽣き抜く！⼤学図書館のリモートサービス基礎知識 

東北 オンライン
ワークショップ 

図書館の魅⼒再発⾒：クラウドファンディングの芽を探せ!! 

関東甲信越 オンライン
研修 

みんなはどうする？どうしてる？：with コロナ時代の図書館を語ろう 

東京 プロジェクト 国⽴⼤学図書館協会 LibrarianMap の運⽤ 
（第 22 回図書館総合展 ONLINE ポスターセッション出展等の広報

を含む） 
東京 オンライン

研修 
オンライン授業における図書館の役割 
※国公私⽴⼤学図書館協⼒委員会、⽇本図書館協会⼤学図書館部会と

の共催 



東海北陸 オンライン
研修 

魅⼒ある講習会企画のノウハウを⾝につけよう：ピンとこんなーと⾔
わせない！ 

東海北陸 オンライン
研修 

イマドキ⼤学図書館のリスクマネジメント：地震・カミナリ・ウィズ
コロナ 

近畿 オンライン
講演 

オンラインコンテンツによる情報リテラシー教育を模索する 

中国四国 オンライン
研修 

徹底解説！魅⼒的な図書館オンライン講習会の作り⽅：オンライン講
習会開催のための講習会 

九州 オンライン
セミナー 

その時、図書館はどうなるか？ my 図書館 DIG を実践するための視
点を学ぶ 

 
令和元（2019）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 研修会 明⽇から実践できる！図書館職員のための英語講座 
東北 ワークショップ 編集のチカラ：図書館を動かす新たな視点 
関東甲信越 【中⽌】 

研修会 
地域の知の拠点としての⼤学図書館 

東京 プロジェクト 国⽴⼤学図書館協会東京地区 LibrarianMap の評価 
（図書館総合展 ポスターセッション出展等の広報を含む） 

東京 意⾒交換・
集約 

⾸都圏における図書館イベントの企画 

東海北陸 研修会 アイデアを共有しよう！：学⽣⽤図書の選書と評価 
東海北陸 研修会 震災と図書館活動 
近畿 研修会 著作権制度の改正と障害者サービス 
中国四国 ワークショップ 『OA + x = OS』：とにかくオープンアクセス・オープンサイエンス 

※JPCOARとの共催 
九州 研修会 第 8回中国・四国・九州・沖縄地区⼤学図書館職員フレッシュパーソ

ンセミナー 
九州 講習会 令和元年度九州地区⽬録講習会 
九州 講習・実習 九州地区⻄洋古典資料保存講習会・実習 

 
平成 30（2018）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 ワークショップ 災害に負けない！図書館づくり：想定外とは⾔わせない 
東北 ワークショップ 「教える」ライブラリアンのスキルアップ講座 
関東甲信越 プロジェクト Librarian2020 プロジェクト 

（研修会「図書館職員のための調査⼿法とデータ分析の基礎」開催
を含む） 



東京 プロジェクト 国⽴⼤学図書館協会東京地区 LibrarianMap（プロトタイプ）の構
築 

東海北陸 シンポジウム ⼤学図書館蔵書の電⼦書籍化の未来を語ろう 
東海北陸 研修会 プロの視点を知ろう！ 想い伝わる図書館広報 
近畿 講演会 オープンサイエンス時代の⼤学図書館：これから求められる⼈材と

は 
中国四国 ワークショップ ⼤学図書館のアクセシビリティを考える 
中国四国 共同キャン

ペーン 
英語多読推進キャンペーン 

九州 研修会 電⼦書籍の購読と利⽤促進 
九州 講習会 平成 30 年度九州地区⽬録講習会 

 
平成 29（2017）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 講 習 会 ・

ワークショップ 
Redesign ! 講習会・ガイダンスをインストラクショナルデザインで
再設計！ 

東北 ワークショップ アンガーマネジメントに学ぶ、よりよい⼈間関係を築くスキルの習
得について 

関東甲信越 プロジェクト Librarian2020 プロジェクト 
（研修会「⼤学図書館における学⽣協働とその運営」開催を含む） 

東京 研修会 ファシれ！図書館員！ 
東海北陸 講演会 震災における⼤学図書館の対応について 
東海北陸 研修会 図書館における問題⾏動への対処法 
近畿 講 習 会 ・

ワークショップ 
その時図書館はどう動くか？：⼤規模災害時における対応及び事前
準備について 

近畿 研修会 ⽂献⼊⼿スキルアップセミナー：⽂献⼊⼿のプロとして学術情報流
通の今とこれからを知る 

中国四国 研修会 資料のカビ・⾍害の予防と対策 
九州 研修会 発展途上！ 実際どうなの？ e-BOOK 
九州 講習会 平成 29 年度九州地区⽬録講習会 

 
平成 28（2016）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 ワークショップ 情報発信⼒スキルアップワークショップ「紙⼀枚で伝える：プロに

学ぶチラシ作成術」 
東北 ワークショップ 伝わる・揺さぶる！⽂章を書く：⼀⽣ものの「表現⼒」を⾝につけ

る 



関東甲信越 研修会 ⼤学図書館における障害学⽣⽀援：障害者差別解消法の施⾏を受け
て 

関東甲信越 研修会 ⼦どもへの読み聞かせに関する研修会：読み聞かせにチャレンジ 
関東甲信越 プロジェクト Librarian 2020 プロジェクト 
東京 研修会 ユーザーに届く図書館広報 
東海北陸 研修会 BCP (Business Continuity Plan) に関する研修会 
東海北陸 研修会 RDA (Resource Description and Access) に関する研修会 
東海北陸 研修会 ラーニングコモンズにおける図書館の資源を活⽤した学習⽀援 
近畿 講演会 オープンサイエンス推進状況下での⼤学図書館の役割を考える：オ

ープンアクセスの推進と研究者 IDの動向 
中国四国 講習会 図書館資料補修講座：本の保存と修理 
九州 研修会 2020 年の⽬録システムは？ 
九州 講習会 平成 28 年度九州地区⽬録講習会 

 
平成 27（2015）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 ワークショップ 情報発信⼒スキルアップワークショップ「図書館の魅⼒を効果的に

伝えるには？：今⽇から使える！TPOに応じた写真術」 
東北 ワークショップ ⼤学図書館カレントトピックス 
関東甲信越 研修会 ⼈が本と出会うための環境づくり 

※群⾺県⼤学図書館協議会との共催 
東海北陸 研修会 図書修理実践講座中級編 
近畿 研修会 Where am I ?（ここはどこ？）：図書館という場を問い直す 
中国四国 ワークショップ ⼤学図書館で楽しく⾝につく使える英語：多読・図書館留学・ライ

ティングセンター 
 
平成 26（2014）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 ワークショップ 情報発信⼒スキルアップワークショップ「聴き⼿をその気にさせ

る！：なっとく！さっそく使えるプレゼンテーションの極意」 
東北 ワークショップ 図書館員の『コミュ⼒』UP⼤作戦！：利⽤者の⼼を掴む『伝わる』

話し⽅とは 
関東甲信越 セミナー 10 年後の⼤学図書館を考える 
東京 研修会 『図書館て何やってるの？』って聞かれたら…：統計と図解で描く

あなたの図書館 
東海北陸 ワークショップ 学びの⼒を獲得する『共読』を体験する 
東海北陸 研修会 図書修理実践講座：本を優しく修理しよう 
近畿 セミナー ⼤学図書館員のための「研究戦略・研究評価」セミナー 



中国四国 ワークショップ インターネットになく図書館にあるもの：来館型図書館を考える 
九州 プロジェクト Library Loversʼ キャンペーン 

⼤学図書館利⽤促進事例発表会「そのアイディア、いただきます！」 
九州 研修会 図書館での学びをデザインするために 

 
平成 25（2013）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 ワークショップ 情報発信⼒スキルアップワークショップ「伝えるキモチを伝わるカ

タチに：みんなで取り組む！ 表現⼒で利⽤者を振り向かせよう」 
東北 ワークショップ そのメッセージ伝わっていますか？：伝わる掲⽰・ポスターをつく

ろう！ 
関東甲信越 セミナー Beyond Library, Beyond Librarian 
東京 研修会 協働のススメ：つながる・つなげるライブラリアンを⽬指して 
近畿 講演会 携帯情報端末で広がる図書館サービス 
中国四国 ワークショップ ILL実務ワークショップ 

 
平成 24（2012）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 ワーキング 

グループ 
学⽣協働活性化のためのシーズ開発 

東北 ワークショップ 本を選ぶ、並べる、魅せる。：魅⼒的な書棚の作り⽅を学ぶ 
関東甲信越 セミナー 電⼦書籍時代の学習⽀援・教育⽀援を考える 
東京 研修会 図書館だけど、図書館じゃない、『未来の⼤学図書館』 
東海北陸 研修会 学習⽀援の始め⽅：⼤学で「学ぶ⼒」の育成を⽀援する 
近畿 研修会 コーチングで変える⼤学図書館 
中国四国 プロジェクト 貴重資料複製の相互活⽤による地域貢献事業 
九州 講演会 ディスカバリ・サービスの導⼊と新たな基盤整備 

 
平成 23（2011）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 プロジェクト 「学⽣読書推進プロジェクト」及び「図書館ミニミニガイダンス」

における学⽣との連携 
東北 ワークショップ 利⽤者ニーズを引き出せ！：図書館アンケート・インタビュー徹底

分析 
関東甲信越 セミナー 安全安⼼な図書館とは：あなたの図書館は安全ですか？ 
東海北陸 研修会 電⼦書籍の未来と⼤学図書館：電⼦書籍が変える⼤学と図書館 
中国四国 ワークショップ できる⼤学図書館広報術：プロに学ぶコンセプトメイキングと実践

のコツ 



 
平成 22（2010）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 セミナー 次世代ライブラリアンシップのための基礎知識 第 2回 
東北 研修会 図書館を“マネジメント”する：昨⽇を捨て、イノベーションを⾒つ

けよう！ 
関東甲信越 研修会 学習⽀援：2020 年これが図書館の⽣きる道 
東京 研修会 電⼦書籍を知る：⼤学図書館は何ができるのか？ 
東海北陸 講習会 デザイン・コーディネート講習会 
近畿 セミナー 変容する⼤学図書館：図書館とは何をするところ？ 
中国四国 講演会 電⼦書籍の上⼿なつきあい⽅：⼤学図書館はどのように変わるの

か？ 何ができるのか？ 
九州 プロジェクト Library Loversʼ キャンペーン 

 
平成 21（2009）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 セミナー 次世代ライブラリアンシップのための基礎知識 第 1回 
東北 研修会 図書館員の時間管理術＆お悩み解決⼤作戦！：「時間がない」はも

う⾔わない!! 
中国四国 研修会 情報リテラシー教育担当者研修会 

 
平成 20（2008）年度 
地区 種別 事業名 
関東甲信越 
東京(合同) 

研修会 ad ! ライブラリー：⼤学図書館効果的広報戦略 

東海北陸 フォーラム 『ラーニング・コモンズ』フォーラム：図書館における学習教育⽀
援の新展開 

中国四国 ワークショップ 新しい学術情報利⽤システムを考える：⼤学における研究・教育活
動と電⼦リソース利⽤の現在 

九州 セミナー 資料保存セミナー：学術資料を後世に残すために 
 
平成 19（2007）年度 
地区 種別 事業名 
北海道 講演会 ⼤学図書館の新たな戦略：ハイブリッド・ライブラリーの⾏⽅ 
東海 フォーラム 東海地区デジタルレファレンス・フォーラム 
九州 ワークショップ ⽂系研究成果の機関リポジトリ登録促進に関するワークショップ 

 


