
2012年 4月 25日 

私立大学図書館協会西地区部会 

東海地区協議会加盟館      御中 

                                                           私立大学図書館協会西地区部会 

                                東海地区協議会研究会運営委員長校 

                               中部大学附属三浦記念図書館         

    館長  内 藤 和 彦                                         

（公印省略）  

 

2012年度東海地区協議会第 1回研究会の開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 本研究会は、【別紙 2】の事業計画に基づき年 2 回の開催を予定しております。つきましては、第 1 回

研究会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

また、当日研究会終了後に有志による意見交換会を予定しておりますので、ご都合のつく方はぜひご参

加くださいますようお願い申し上げます。参加申し込みは 5月 31日（木）までに E-mailにてご返信くだ

さい。 

なお、図書館災害時・緊急時・防犯を想定したサイン、ポスター、設置物の事例セッション【別紙 3】 

を行います。ご参加いただける加盟館におかれましては、セッションに関する各館作成物または設置物の

写真などをご持参くださいますようお願い申しあげます。 

 また、先にお願いしました事前アンケートの回答のご協力をお願いいたします。 

敬具 

記 

 

日 時    2012年 6月 25日（月）  10：30～17：00  （受付 10:00～10:30） 

 

会 場    名古屋経済大学 犬山キャンパス 7号館 3階 A会議室  

（愛知県犬山市内久保 61－1） 

 会場へのアクセス   http://www.nagoya-ku.ac.jp/access/  

キャンパスマップ    http://www.nagoya-ku.ac.jp/info/inuyama/  をご覧ください 

 

 第１回 テーマ「危機管理：図書館として」 

         スケジュール 【別紙 1】参照  

 

対 象    加盟館に勤務する図書館職員（派遣・委託等を含む） 

          

申込方法   【別紙 4】の方法でお申込みください。 

        参加されない場合もお手数ですが、E-mailにてご連絡をお願いいたします。 

 

  昼 食    各自ご用意いただくか、学内食堂をご利用ください。 

                    ※当日、食堂マップを配布します。 

   

意見交換会に参加される方は、会費 3,000円を当日集めさせていただきます。 

会場：中の濱 田県店（小牧市久保一色字六反田 929-1 電話 0568－72－8884 

                          名鉄小牧線田県神社前駅徒歩 10分） 

 

連絡先    名古屋経済大学図書館    担当者 伏見洋子 

           E-mail   toshokan@lib.nagoya-ku.ac.jp 

               TEL     0568-67-3798（直） FAX  0568-67-9321 

http://www.nagoya-ku.ac.jp/access/
http://www.nagoya-ku.ac.jp/info/inuyama/
mailto:toshokan@lib.nagoya-ku.ac.jp


 

【別紙 1】 

2012年度私立大学図書館協会西地区部会 

東海地区協議会研究会第１回研究会スケジュール     

 

  10：00～10：30 受付・展示準備 

 

10：30～10：35 会場校挨拶（名古屋経済大学図書館長） 

 

  10：35～10：45 2012年度研究会概要紹介 （研究会委員長校 中部大学） 

 

  10：45～11：15 [事例発表] 

危機管理の取り組み （仮題）      

                 大平龍玄氏  （愛知学院大学図書館情報センター） 

 

 

11：15～12：30 昼食、図書館自由見学（希望者） 

 

12：30～13：10 図書館災害時・緊急時・防犯を想定したサイン、ポスター、設置物の事例セッシ

ョン 

 

13：15～15：15 [講演 1]   

「図書館の危機管理を考える」 

中沢孝之氏（草津町立図書館） 

 

 

    15：15～15：30 休憩 

 

15：30～17：00 [講演 2]    

「こんな時どうしますか？ 

－利用者対応に活かすカウンセリングの基礎－」 

野副紫をん氏（名古屋経済大学学生相談室）   

 

  17：00～17：30 移動 

 

  17：30～18：30 意見交換会 

 会費 ¥3,000（当日徴収します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙 2】 

２０１２年度東海地区協議会研究会事業計画（案） 

                   

１）研究会  

① 第１回 テーマ「危機管理：図書館として」 

  趣旨  昨年３月１１日の東日本大震災から１年経ちましたが、なかなか復興作業はままならな

い状態にあります。東海地区・関東地区も近々に大地震が起こる確率が高いと云われてい

ますが地震に限らず危機の備えは必需です。今回の研究会では思わぬ事件・事故に際して

何をどのように準備するか、基本的なこと、そして心構えをお聞きします。 

      また、危機とまでは言えないながら、図書館における日常業務の中で出会う多様な利用

者との接し方のお話をカウンセラーの方にお聞きし、その対処方法を伺い館員の対人ス

キル向上につなげたいと考えます。 

 

日時：２０１２年６月２５日（月） １０:３０～１７:００ 

   場所：名古屋経済大学（犬山キャンパス） 

内容：講演 中沢孝之氏（草津町立図書館） 

         野副紫をん氏（名古屋経済大学学生相談室） 

     事例報告 

        大平龍玄氏  （愛知学院大学図書館情報センター） 

図書館災害時・緊急時・防犯を想定したサイン、ポスター、設置物の事例セッション他 

 

② 第２回 テーマ「電子書籍：大学図書館における運用と利活用について」 

  趣旨  「電子書籍」に関しては数か月で事情が変わっているようです。 

     大学図書館として「電子書籍」の導入時期、導入にあたっての問題点、資料提供サービス

などをどのように行うのが良いのか、運用後に出てきた問題点はあるのか、講演とプレゼ

ンテーションを通して、実際の運用の参考にさせていただきたいと考えます。 

 

日時：２０１２年１０月１８日（木） １０:３０～１７:００（予定） 

場所：愛知大学（名古屋キャンパス） 

内容：講演、業者プレゼンテーション＆デモ アンケート報告等 

 

２）実務担当者研修会 

日時：２０１２年９月６日（木）～７日（金） 

会場：入鹿の里 MUSICA 

参加費：一人１５，０００円（予定）＊宿泊・食事代含 

  全体テーマ：インストラクション技術を磨く！－学生の＜学び＞を支援するために－ 

  内容：全体講義 ワーキング等 

 

３）アンケートの実施 

   ７月上旬に実施し、結果報告を第２回研究会で行う 

 

４）館灯発行 

   発行予定 ２０１３年３月末 

   編集担当 名古屋経済大学（主幹事校） 



【別紙 3】 

図書館災害時・緊急時・防犯を想定したサイン、ポスター、設置物の事例セッションについて          

 

各館で作成し設置してあるサイン、ポスター、設置物の事例などを持ち寄り、参加者のみなさまの情

報交換・情報交流の場としていただく予定です。 

 

＜目 的＞ 

他館の事例を見ることができる場を提供する。さらに、参加者同士で情報交換・情報交流し、各館で

の取り組みの改善につなげていただく。 

 

＜対 象＞  

図書館災害時・緊急時・防犯を想定したサイン、ポスター、設置物の事例（持参できない物は

その写真など。もしくは、そのサイン、設置物の説明文の事例など） 

 

＜内容概要＞ 

１．展示ブースに、持参した物を展示する（受付終了後） 

２．情報交換する（12：30～13：10）  

 

＜お願い＞ 

１．当日はこちらでご用意した展示ブースに、自館のポスターなど１点以上当日持参し展示してくださ

い。 

２．サインなどの設置物でお持ちいただけない物は、その形態が分かるもの（写真など）と説明文等を

ご用意ください。 

３．展示ブースの広さは１館あたり会議机 1/3（約 50cm×約 60cm）程度です。複数点ご用意いただく

場合は、ブースに収まるようにお願いします。 

４．研究会ではコピー等の対応はいたしかねますので、他館の事例が撮影できるようにデジタルカメラ

をご持参していただくことをお勧めいたします。 

５．情報交換が円滑に進むように、お持ちいただくサイン、ポスター、設置物の事例等の設置場所や目

的などをご提示ください。以下の例を参考に、事前にご記入いただき印刷して、当日サイン等と共

にお持ちください。 

 

-------------------------------------------- 切 り 取 り --------------------------------------------------- 

※上記例を参考にご記入の上、印刷して当日お持ちください。        

図書館名 ○○大学附属図書館 

設置場所  そのサインが設置されている場所： 各階閲覧室 

目的 例：盗難に気を付ける様注意を喚起するため 

備考  



 【別紙 4】 

 

2012年度第 1回研究会・意見交換会出欠票 

  

       図書館名                                       

 

 

□ 参加する 

 

氏 名 職名 

交通手段 

該当の欄に○を付けて

ください 

意見交換会参加 

該当の欄に○を付けてく

ださい 

車 
公共交通
機関，車便
乗など 

参加 不参加 

      

      

      

 

 

□ 参加しない 

 

 

 

5月 31日（木）締切 

 

送付先：〒484-0000 愛知県犬山市樋池 61番 22 

     名古屋経済大学図書館  

      

担当：伏見洋子 

 

 E-mail  ：toshokan@lib.nagoya-ku.ac.jp 

 

＊集計の都合上、E-mail にWordファイルを添付いただき、ご回答お願いします。 

 

多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

mailto:toshokan@lib.nagoya-ku.ac.jp


                                          2012.6.25 

                                       私立大学図書館協会西地区部会 

                                           東海地区協議会研究会 

２０１２年度 第１回研究会参加者アンケート 

 

本日はご参加いただきありがとうございました。 

今後の研究会活動の参考とするため、以下のアンケートにご協力をお願いいたします。 

該当項目の（ ）に〇印をつけてください。 

質問 1. 講演会のテーマ設定はどうでしたか？ 

   ①（  ）興味のあるテーマで適切であった 

   ②（  ）他の内容でやってほしかった 

       （具体的に：                             ） 

   ③（  ）その他 

質問 2. 講演会に参加して得るものはありましたか？ 

   ①（  ）大いに得るものがあった 

   ②（  ）得るものがあった 

   ③（  ）あまり得るものがなかった 

        （具体的に：                            ） 

   ④（  ）その他 

質問 3. 図書館災害時・緊急時・防犯を想定したサイン、ポスター、設置物の事例セッション

は参考になりましたか？ 

   ①（  ）参考になった 

   ②（  ）あまり得るものがなかった 

        （具体的に：                            ） 

   ③（  ）その他 

質問 4. 研究会の運営についてはどうでしたか？ 

   ①（  ）特に問題なし 

   ②（  ）改善すべき点があった 

        （具体的に：                            ） 

質問 5. 講演会の感想やご意見を自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

質問 6.  今後の研究会運営の参考として、取り上げてほしいテーマをご記入ください。 

 

 

 

差支えなければ、ご記入ください 

 所属：                      氏名：              

御協力ありがとうございました    

 

このアンケートは６月２５日（月）の第１回研究会当日に配布しますが、その場で記入できなかった方は

６月２９日（金）までに記入後、添付にて下記に送信いただきますようよろしくお願いいたします。 

 名古屋経済大学図書館    担当者 伏見洋子 

           E-mail   toshokan@lib.nagoya-ku.ac.jp 

 

mailto:toshokan@lib.nagoya-ku.ac.jp

