
日　　時 区分・地区 テ　ー　マ 講師・内容 会　　場 備　考

4月15日（金） イブニングセミナー

18：00～20：00 （関東地区）

4月26日（火） イブニングセミナー 加藤　徳義　氏

18：00～20：00 （関東地区） 　　（㈱バンドワゴン・プロデュース）

5月25日（水） 研修会

15：00～16：30 （関東地区）

5月30日（月） 見学会

14：00～16：00 （関東地区）

6月3日（金） 教育プログラム 村橋　勝子　氏

10：00～17：00 （関東地区） 　（元・日本経済団体連合会情報メディアグループ長）

6月23日（木）

　　～24日（金）

7月5日（火） 教育プログラム 鈴木　光　氏

14：00～16：00 （関西地区） 　（減災アトリエ 主宰）

7月25日（月） イブニングセミナー 鈴 木　敦　氏

18：30～20：30 （関東地区） （中央大学 図書館都心キャンパス事務室　副課長）

25日 ＰＭ　研修会
　　「地域課題に“効く”議会図書室」
　　基調講演： 人口減社会とまちづくり

岡崎 昌之 氏 （法政大学名誉教授）

26日 ＡＭ　見学会 (国立国会図書館国会分館)

8月26日（金） 見学会

13:30～14:50 （中国地区）

9月7日（水） 札幌ビジネス支援図書館セミナー

14:30～16:30 （北海道地区）

9月9日（金） 見学会

13:00～16:00 （関東地区）

9月14日（水） イブニングセミナー 國岡 崇生 氏、坪井 彩子 氏

18:30～20:30 （関東地区） （科学技術振興機構（JST））

9月15日（木） 実務セミナー

14:00～17:00 （関西地区）

日本最大級の電子ジャーナルプラットフォーム
 J-STAGEのご紹介

日本図書館協会会館 会員無料

図書、雑誌の修復について
大阪府立男女共同参画・青少
年センター（ドーンセンター）

会員無料

8月25日（木）
　　～26日（金）
25日：13:00～17:10
26日： 9:30～11:30

地方議会図書室等職員研修会

再発見！専門図書館のインパクト 東京ウィメンズプラザ 有料

ビジネス支援における法情報の調べ方
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気付きを上げる実践型接遇研修
～図書館職員のマナー・ コミュニケーション講座3～

日本図書館協会会館 会員無料

なし
玉川大学
教育学術情報図書館

玉川大学教育学術情報図書館

総務省統計局職員

Face Bookを活用しよう!! 日本図書館協会会館 会員無料

日本図書館協会会館 会員無料

会員無料

e-Stat入門講座（講義形式による）

加納　尚樹　氏

6分科会

有料

ビジネス課題の解決に図書館を使い倒せ！
～ドラッカーも教えてくれなかった図書館活用術～

北海道経済センター８階
Ａホール

会員無料

会員無料

国立国会図書館 資料保存課職員

都道府県会館
　（東京都千代田区）

中村元記念館　（松江市役所八束支所）
「中村元記念館開館への道のり」
（株）ｴﾌﾞﾘﾌﾟﾗﾝ地域開発部部長 石田学 氏

中村元記念館
（松江市役所八束支所）

日本図書館協会会館 会員無料

いま、考える　専門図書館の危機管理
大阪府立男女共同参画・青少
年センター（ドーンセンター）

会員無料

会員無料

全国研究集会

専門図書館の仕事コース 日本図書館協会会館 有料

講談社本社　資料センター＆デジタル事業部門
編集総務局資料センター見学、
電子書籍ビジネスの歴史的経緯と今後

講談社本社 （東京都文京区）

竹内 利明 氏 （武蔵野大学 客員教授、
　ビジネス支援図書館推進協議会会長）

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

終了

　　（注） 上記内容は、2017/2/27現在の予定です。　最新情報およびお申込みについては、ホームページ（http://www.jsla.or.jp/）にてご確認下さい。 1　／　2　　　　　
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10月21日（金） 研修会 木下 雅弘 氏

13:30～16:30 （関東地区）
国立国会図書館 関西館
電子図書館課 資料電子化係

10月25日（火） 視察会

15:00～17:00 （関西地区）

10月27日（木） 見学会

15：00～17：00 （中部地区）

12月1日（木） イブニングセミナー 猿渡　美穂　氏

18:30～20:00 （関西地区） NPO日本ヨガ振興協会認定講師

   12月2日（金） 見学会

15:00～16:30 （北海道地区）

12月7日（水） 研修会 山﨑　久道　氏

13:30～17:00 （関東地区） 専図協顧問、元中央大学教授

12月9日（金） 研修会 南　亮一　氏

10:00～16:00 （中国地区）
国立国会図書館 関西館
文献提供課長

   12月22日（木） 見学会

13:30～15:30 （関東地区）

    1月17日（火） 講演会

15:00～16:30 （関東地区）

    1月26日（木） 講演会

13:50～17:00 （中部地区）

    2月2日（木） 講演会

15:00～16:30 （関西地区）

    2月8日（水） 見学会

14:00～16:00 （関東地区）

    2月21日（火） 研修会

14:30～16:30 （北海道地区）

    3月2日（木） セミナー

10:00～17:00 （関東地区）

無料

専門図書館の運営について考える 日本図書館協会会館 有料

資料保存セミナー
「館内でもできる簡易修理（講義と実習）」

伊藤 美樹 氏、高田 かおる 氏
　  （株）資料保存器材

体を整え、効率UP！　笑顔もUP！
専門図書館ではたらく人のためのセルフケア

大阪府立男女共同参画・青少
年センター（ドーンセンター）

会員無料

施設の視察、
ライブラリーの設立コンセプト等の解説

味の素株式会社　大阪支社「食のライブラリー」
大阪市北区中之島6-2-57
味の素グループ大阪ビル2階

会員無料

会員無料

なし 旅の図書館 無料

新春講演会・賀詞交歓会

新春講演会・交歓会

資料のデジタル化
　1. デジタルアーカイブと資料のデジタル化
　2. 資料デジタル化に伴う権利処理

日本図書館協会会館

会員無料

会員無料

「図書館と著作権（仮）」 広島県情報プラザ

みんなの森　ぎふメディアコスモス
（岐阜市立中央図書館）

「知の拠点」の市立中央図書館、「絆の拠
点」の市民活動交流センター、「文化の拠
点」の展示ギャラリー等からなる複合施設

ぎふメディアコスモス
（岐阜市司町40番地5）

会員無料

会員無料札幌市公文書館 なし 札幌市公文書館

新春講演会・交流会
鎌倉　幸子　氏
   アカデミック・リソース・ガイド（株）

大阪府立男女共同参画・青少
年センター（ドーンセンター）

会員無料

佐藤　尚之　氏
　　コミュニケーション・ディレクター

加納　尚樹　氏

機械振興会館

マザックアートプラザ

（公財）日本交通公社 旅の図書館

（公財）野球殿堂博物館 図書室 なし 野球殿堂博物館 図書室 無料

議会図書室の議会における役割と図書館サービス
について

日本図書館協会会館 有料

北海道議会図書室員 北海道議会事務局 無料

　　（注） 上記内容は、2017/2/27現在の予定です。　最新情報およびお申込みについては、ホームページ（http://www.jsla.or.jp/）にてご確認下さい。 2　／　2　　　　　


