Professional Development for University Librarians and
The Mortenson Center for International Library Programs
Barbara J. Ford
Director and Distinguished Professor
Mortenson Center for International Library Programs
University of Illinois at Urbana-Champaign Library

It is a pleasure to be with you here today to talk about professional development and the
Mortenson Center for International Library Programs. University libraries in all
countries have an exciting and challenging future. We must learn quickly and efficiently
to select, implement, and manage new technologies to provide better access to
information. Information today is no longer confined to a physical structure such as a
library, and learning to provide access to virtual information is critical to the
educational mission of universities. At the same time, use of traditional library
resources continues to be strong and traditional services must be maintained to support
users. One of the important ways to help librarians’ transition into an open access and
changing information environment is to provide a professional development program
that focuses on the new technologies and the skills needed to use them and on how to
work productively in an environment of change and challenge. As an introduction to
talking about professional development, I thought it would be useful to look at some of
the issues and opportunities facing academic libraries. First, I will discuss some issues
and opportunities for academic libraries in the U.S.A. and Africa. Then, I will talk
about continuing education today for librarians and some of the challenges and
programs available. Finally, I will tell you about the Mortenson Center for International
Library Programs.
大学図書館員のプロフェッショナル・ディベロップメントとモーテンソン・センター イ
ンターナショナル・プログラムについて、本日お話しする機会があり嬉しく思います。す
べての国々の大学図書館には刺激的かつ挑戦的な将来性があります。我々は情報へのより
よいアクセスを提供するための新技術を選択し、実行し、そして管理する方法をすばやく
かつ効果的に学ばなければなりません。今日の情報はもはや図書館のような物理的な構造
に制限されません。またバーチャル・インフォーメーションへのアクセスを提供する学習
は大学にとって重要な教育使命です。同時に従来の図書館資源の利用は引き続き有効であ
り、これまでのサービスはユーザを支援するために維持されなければなりません。開かれ
たアクセスと変化する情報環境にある図書館員を支援する重要な方法の一つは、新技術と
それを利用するための技能、そして変化と挑戦の環境で生産的に働く方法に焦点を当てた
プロフェッショナル・ディベロップメント・プログラムを提供することです。プロフェッ
ショナル・ディベロップメントについてお話しする前に学術図書館が直面する問題と課題
についていくつか注目してみることがご参考になるかと思います。最初にアメリカ合衆国
とアフリカの学術図書館に対するいくつかの問題と課題についてお話ししましょう。次に
図書館員に対する最近の継続的教育、ならびに実施されているいくつかの挑戦とプログラ
ムについてお話しいたします。最後に、モーテンソン・センターのことをお話ししましょ
う。
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Issues facing Academic Libraries in the U.S.A.
アメリカ合衆国の学術図書館が直面する諸問題

A task force of the American Library Association’s Association of College and
Research Libraries identified the most important issues facing academic libraries. The
task force report, authored by W.L. Hisle, was published in College and Research
Libraries News in 2002. Librarians at open forums, both online and face to face,
contributed to the articulation of issues they believe are most pressing and that must be
dealt with effectively to retain the important role of academic libraries in the academy.
アメリカ図書館協会（ALA）の大学研究図書館協会（ACRL）の特別委員会は、学術図
書館が直面する最も重要な問題を明らかにしました。W.L.Hisle によって著された特別委員
会報告は 2002 年に“College and Research Libraries News”で公表されました。オンライン
をも通じて開催された公開フォーラムに参加した図書館員は最も重点的な諸問題を明確に
提起しました。それは大学における学術図書館の重要な役割を保持するためにも有効に扱
われるに違いありません。

1. Recruitment, education, and retention of librarians.
図書館員の採用、教育および定着

The need to find and retain quality leadership is a core issue for the future of academic
libraries in the U.S. As retirements increase, fewer librarians are entering the profession
as a whole, and fewer librarians are entering the academic library field in particular.
Ensuring education of new librarians and reeducating existing librarians with skills and
knowledge to support new roles in a digital information age, especially roles involving
teaching and library promotion, is a challenge for the profession. Low salaries and the
lack of diversity in the profession are other topics that need collective action.
優れたリーダーシップを見つけて保持することの必要性は、アメリカ合衆国の学術図書
館の将来の中核問題です。退職者の増加により、全体として専門の図書館員になる人数は
少なくなっています。とりわけ学術図書館の分野に入る図書館員は人数が少ないのです。
デジタル社会における新しい役割、とりわけ教育と図書館促進を含む役割を支援するため
に、新しい図書館員の教育とある程度の技能と知識を持った既存の図書館員の再教育促進
が専門要員化への挑戦となります。低賃金および多様化する専門職の不足は集団的アクシ
ョンを必要とするもう一つの懸案事項です。

2. Role of library in academic enterprise.
学術的事業での図書館の役割

Librarians are dedicated to maintaining the importance and relevance of the academic
library as a place of intellectual stimulation and a center of activity on campus. Some
fear that libraries are becoming marginalized. Librarians believe that it is essential that
we emphasize information literacy instruction and the importance of the teaching role of
librarians. Since access to information is increasingly decentralized and computer labs
now compete with libraries as campus gathering points, librarians must demonstrate to
the campus community that the library remains central to academic effort.
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知的刺激の場所、そしてキャンパスの活動の中心としての学術図書館の重要性と妥当性
を維持することに図書館員は専念させられています。図書館が主流から追いやられている
のではないかと心配する人もおります。図書館員は自分たちの情報リテラシー指導、およ
び図書館員の教育規範の重要性を強調することが極めて重要であると信じます。情報への
アクセスがますます分散化され、アクセスポイントが集まっているキャンパスでは、現在
コンピューター室と図書館が競合しているので、図書館員は図書館が依然学術的な活動の
中心であることを大学に実証しなければなりません。

3. Impact of information technology on library services.
図書館サービスへの情報技術の強い影響力

Librarians are aware that an appropriate institutional balance needs to be maintained
between traditional library materials and services and those services (which sometimes
overlap) represented by instructional and information technology departments. Whether
libraries should house campus information commons is one question. Another issue is
whether librarians should report through an “information czar,” rather than through the
traditional academic hierarchy. It is also important, though difficult, to maintain
technological currency in the face of decreasing resources, rising costs, and differing
views about institutional funding priorities.
従来の図書館の資料およびサービスと教育･情報技術部門によって代表されるサービス
（それらは時々オーバーラップします）との間で、適切な制度上のバランスを保つ必要が
あることに図書館員は気づいています。図書館がキャンパスの共有情報を取り込むべきか
どうかは一つの疑問です。別の問題は従来の学術的な階層によってではなく、むしろ情報
の権威者（information czar）によって図書館員が報告するべきかどうかです。資源の減少、
高騰するコスト、そして組織上の予算の優先順位に対する意見の相違などに直面して、技
術的普及を維持することは困難ではありますが更に重要なことです。

4. Creation, control, and preservation of digital resources.
デジタル資源の生成、コントロールおよび保存

Methods to determine what should be digitized, to find resources to do the work, and to
develop appropriate bibliographic control mechanisms for digital materials offer
complex challenges. In addition, librarians want to ensure that digital materials are
preserved appropriately and that permanent access to those materials can be provided.
何をデジタル化するかを決め、作業を行う資源を見つけ、デジタル資料に対する適切な
書誌調整のメカニズムを開発する方法は複雑な課題であります。さらに図書館員はデジタ
ル資料が適切に保存され、それらの資料への半永久的なアクセスを提供できることを保証
したいのです。

5. Chaos in scholarly communication.
学究的なコミュニケーションでの混乱

Librarians advocate the need for fair scholarly communication models as copyright laws
change or are reinterpreted, and challenges to fair-use in a digital context continue to be
made. Traditional library/publisher relationships may change substantially. The
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consolidation of the information industry under a few large vendors is a substantial
threat, as it represents possible homogenization of information and the potential for
monopolistic business practices. The rise of the Web as the first choice for student and
faculty researchers represents a departure from traditional scholarly research patterns.
Overcoming the apparent lack of commitment by the commercial information industry
to future access of information will be an ongoing challenge for librarians.
著作権法が変わるかあるいは再解釈されるにつれて、図書館員は公平で学究的なコミュ
ニケーション・モデルの必要性を主張しています。また、デジタル状況での公正利用に対
する挑戦がなされ続けます。従来の図書館と出版者の関係は本質的に変わるかもしれませ
ん。少数の大きなベンダーのもとでの情報産業の統合は本質的な脅威です。なぜなら情報
の均質化と独占的な商慣行の可能性を示しているからです。学生と教員のような情報探索
者の第一選択としてのウェブの台頭は、従来の学究的調査パターンからの逸脱を表わしま
す。情報への将来的なアクセスに対して、情報産業界が明らかにコミットメントしていな
いことの克服が図書館員にとって今後も続く課題でしょう。

6. Support of new users.
新規ユーザの支援

Librarians articulate the need to provide appropriate services and resources to new users,
whether distance education students or those involved in new teaching and learning
methods. The organizational patterns of academic libraries are thought to be a barrier to
providing these students with access to instruction and information appropriate to their
educational style. Librarians would like to take advantage of student enthusiasm,
creativity, and technical skills. At the same time, librarians observe the general and
growing lack of literacy among students, along with flexible ethics that tolerate
plagiarism and copyright violations and show a general lack of respect for scholarship
and research.
遠隔教育の学生であれ、新しい教育･学習方法に含まれる学生であれ、図書館員は新規の
ユーザに適切なサービスおよび資源を提供する必要性をはっきりと主張しています。学術
図書館の組織形態は、これらの学生たちの教育スタイルにふさわしい指導や情報へのアク
セスを提供することに障害であると思われています。図書館員は学生の強い興味、創造性
および技術的手腕に役立ちたいのです。同時に図書館員は、盗作や著作権侵害を黙認する
いいかげんな倫理観に加えて、リテラシー能力の全般的かつ成長の不足を学生たちの中に
見てとっています。それは学問と研究に対する敬意が一般的に不足していることを示して
います。

7. Higher education funding.
高等教育における資金調達

Considering the current state of the economy, librarians face the possibility of
reductions in funding that could have a deleterious effect on library programs, salaries,
and resources. Creative thought and action will be required to compensate for the
already low pay of librarians, as well as the rising costs of materials and technology.
The question asked is, “How can libraries provide access to the information students
and faculty need when the cost of resources is rising so precipitously?” In addition,

-4-

librarians must face the challenge of competition from other organizational units during
these times of tight resources.
経済の現状を考えると図書館員はライブラリー・プログラム、給料、および図書館資源
に悪影響をもたらすかもしれない予算縮小の可能性に直面しています。資料と技術のコス
ト上昇は勿論、現状の図書館員の薄給を補うためには創造的な考えとアクションが要求さ
れるでしょう。「資料のコストが大変急に上昇している時、学生や教員が必要とする情報
へのアクセスを図書館はどうやって提供できるか」ということが問われています。さらに
図書館員はこのような資源的に厳しい時代にあっても、他の組織団体との競争という課題
に直面しなければなりません。

Opportunities for U.S. Academic Libraries.
アメリカ合衆国の学術図書館の課題

A number of library leaders in the U.S. were informally surveyed about what issues
they think are important priorities, critical issues and how they spend their time. The
topics they identified provide a brief introduction to some of the opportunities for
academic librarians and set the stage for a discussion of professional development needs.
アメリカ合衆国の多くのライブラリー・リーダーたちがどのような問題を重要な優先事
項･重大案件として考えているか、また彼らがどのように時間を過ごしているかといったこ
とについて非公式に調査されました。その結果、明らかになったトピックは、学術図書館
員のいくつかの課題についての簡潔な紹介となり、プロフェッショナル・ディベロップメ
ントのニーズについての議論の足がかりとなります。

1. Communication.
コミュニケーション

Librarians are finding that much of their job involves persuading people to do things or
to think in different ways. Excellent and continuous communication is essential with
not only library staff and library users but also with campus administrators, potential
donors, and other stakeholders.
図書館員は自分たちの仕事には、いろいろな手段で人々に何かをさせたり考えさせたり
するよう導くといったことが多く含まれていることを知っています。優れた連続的なコミ
ュニケーションは、図書館員および図書館利用者に対してのみならず、キャンパス管理者、
潜在的な寄贈者および他の利害関係者にも不可欠です。

2. Library visibility on campus and in the larger environment.
キャンパスとより大きな環境下での図書館のビジビリティー

We must find ways to promote the values, expertise, and leadership of the profession
throughout the campus to ensure appreciation for the roles librarians do and can play.
Involvement in higher education associations and other groups making national and
state decisions is essential. Working with the commercial information industry to
ensure future access to information is an ongoing challenge for librarians.
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我々は図書館員が行い、演じることのできる役割への正しい評価を確実にするため、キ
ャンパス中で専門職としての真価や専門的知識およびリーダーシップをプロモートする方
法を見つけなければなりません。高等教育の協会、および国や州の決定をする他のグルー
プとのかかわりあいは大変重要です。また情報産業界と仕事をすることは情報への将来の
アクセスを確実にするため、図書館員にとっては継続した課題です。

3. Funding for the Library.
図書館の資金

University librarians now spend considerable time working on securing funding from
the campus, private individuals, foundations and corporations. Stretching the budget
and finding new sources of funding take up a considerable amount of time for today’s
academic librarians.
大学図書館員は今、大学当局、私人、財団および企業から資金を手に入れる活動に相当
な時間を費やしています。予算を伸ばし、新しい資金源を見つけることは今日の学術図書
館員にとって相当な量の時間を費やします。

4. Opportunities to improve library services.
図書館サービス改善のための課題

New technologies and changing service expectations and patterns provide opportunities
to change and improve library services. Changing expectations of users means that
library approaches must be responsive, flexible, and receptive to new opportunities.
Library buildings may need to be modified to better serve users. It is essential to find
time to plan for and think about the future.
新しい技術と変化するサービスの期待とパターンは、図書館サービスを変えたり改善し
たりする機会をもたらします。ユーザの期待の変化は、新しい課題に対する図書館のアプ
ローチが敏感で柔軟性があって効果を示すものでなければならないということを意味しま
す。図書館の建物は、ユーザによりよいサービスをするために改善する必要があるかもし
れません。計画を立てる時間を見つけて、将来に関して考えることが必要です。

5. Positive culture for the library workforce.
図書館従事者のための肯定的文化

Supporting all library employees so they can do their work, including ensuring that
there are sufficient support services and a positive culture, is important in a climate of
change. In some cases, the long-term organizational culture may need to be changed to
meet new and emerging needs of users and staff. Keeping morale high in difficult
financial situations can be a challenge. Providing and supporting professional
development and training opportunities for all library employees are essential as
positions become more fluid.
十分な支援サービスと肯定的な文化があることの確保も含め、すべての図書館職員が自
分たちの仕事をすることができるように支援することは、変動の風潮にあっては重要です。
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ある場合には、長期的な組織文化は、新しく出現するユーザとスタッフのニーズを満たす
ために、変化を余儀なくされる可能性があります。厳しい財政状況下で高い士気を維持す
ることは一つの挑戦にちがいありません。立場がより流動的になるにつれ、すべての図書
館職員のためにプロフェッショナル・ディベロップメントとトレーニングの機会を提供す
ることと支援することは不可欠になります。

Challenges for Academic Libraries in Ghana, Nigeria, Tanzania, and
Uganda
ガーナ、ナイジェリア、タンザニアおよびウガンダの学術図書館への挑戦

Mortenson Center staff has just returned from visiting university libraries in Ghana
(University of Ghana-Legon and University of Education-Winneba), Nigeria (Ahmadu
Bello University, Obafemi Owolowo University, and University of Jos), Tanzania
(University of Dar es Salaam), and Uganda (Makerere University) that are receiving
funding from the Carnegie Corporation of New York, as part of their revitalization of
African universities initiative. Here are some of the challenges facing these libraries.
モーテンソン・センター職員はガーナ（Ghana-Legon 大学と Education-Winneba 大学）、
ナイジェリア（Ahmadu Bello 大学、Obafemi Owolowo 大学および Jos 大学）、タンザニア
（Dar es Salaam 大学）そしてウガンダ（Makerere 大学）の大学図書館を訪問して帰国した
ばかりです。これらの大学図書館はアフリカの大学再生の先例の役目としてニューヨーク
のカーネギー財団から資金を受け取っています。これらの図書館には直面するいくつかの
課題があります。

1. Difficult political settings.
困難な政治的環境

A number of the countries have gone through very difficult political times. War and
violence have disrupted the countries and their universities.
多くの国々は非常に困難な政治的な時代を通り抜けました。戦争と暴力は国々とそれら
の大学を破壊させました。

2. Harsh physical environment.
厳しい物理的環境

Heat, dust, and humidity make preservation of library materials difficult. Traditional
print materials do not age well in these situations and preservation is difficult.
熱、ほこり、および湿度が図書館資料の保存を困難にしています。従来の印刷資料はこ
のような状況では劣化し、保存も困難です。

3. Manual library systems.
マニュアルの図書館システム
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Most of the libraries are in the beginning phases of automation and still have many
manual systems that must be converted and changed.
ほとんどの図書館は自動化の初期段階にあり、変換され変更されなければならない多く
の手動システムがまだあります。

4. Lack of resources for new acquisitions.
新しい収集のための資源の不足

There is a lack of new resources for acquisition of library materials. The economic
situations in the countries and weak currencies make it very difficult to purchase current
library materials in print or electronic formats. Many of the new journals are donated or
received free of charge. The condition of the book stock is poor with many monographs
predating 1990.
図書館資料の収集に対して、新しい資源が不足しています。これらの国の経済状態およ
び弱い通貨が印刷あるいは電子フォーマットにおける現在の図書館資料の購入を非常に困
難にしています。多くの新しいジャーナルは寄贈されるか無料で受領しています。本の在
庫状況は 1990 年以前のモノグラフが多く、乏しいのです。

5. Poor facilities.
貧弱な設備

The lack of resources and weather create havoc on library facilities. There are not
enough seats for students, and most students work from notes and not materials from the
libraries. Materials cannot be protected and preserved.
資源の不足と天候が図書館に大きな損害を与えております。学生のための十分な座席は
なく、ほとんどの学生が図書館資料ではなく記録類を使って勉強しています。資料は保護
も保存もすることができません。

6. Unstable Infrastructures.
不安定なインフラストラクチュア

Unstable infrastructures on the campus make it challenging to deliver services using
technology. Electricity is unreliable and even when computers are available, they
sometimes cannot be used due to lack of electricity.
キャンパスにおける不安定なインフラストラクチュアが技術を使うサービスを届けるこ
とに努力を必要とさせています。電力は信頼性が低く、コンピューターが利用可能な場合
でも電力の不足により時々使用することができません。

7. Unfamiliarity with new technology.
新技術に対する不慣れ
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There is sometimes an unfamiliarity with new technologies, since they are not available
for staff to practice and become proficient users so they can pass their skills on to
faculty and students.
新技術に対する不慣れが時々見受けられます。なぜならスタッフが練習することができ
ず、熟練したユーザになることができないため、それらの技能を教員や学生に譲ってしま
っているからです。

8. Security for library materials.
図書館資料に対する安全性

Security of library materials is often lacking and because of this, stacks are often closed
and materials are not allowed to circulate.
図書館資料の安全性はしばしば欠けています。そのため書庫は閉架式となっている場合
が多く、資料を貸出する事は許されていません。

9. Lack of bandwidth for Internet access.
インターネットアクセス用帯域幅の不足

Bandwidth is not available at the levels needed to support use of online resources in
libraries. Universities pay very high fees for limited bandwidth.
帯域幅は図書館でのオンライン資源の利用をサポートするために必要なレベルでは利用
できません。大学は制限のある帯域幅のために非常に高い料金を払っています。

Opportunities for Academic Libraries in Ghana, Nigeria, Tanzania
and Uganda
ガーナ、ナイジェリア、タンザニアおよびウガンダの学術図書館の課題

At the same time, the academic libraries in Ghana, Nigeria, Tanzania, and Uganda have
a number of opportunities to enhance their services and activities.
ガーナ、ナイジェリア、タンザニアおよびウガンダの学術図書館は彼らのサービスと活
動を高めるための多くの課題を同時に持っています。

1. Foundations.
財団

A number of foundations, including the Carnegie Corporation and McArthur
Foundation, are investing in African universities and their libraries. Computer and
online systems and resources are among the items available from these investments.
Some of the funds are also being used for more traditional acquisitions such as new
books, security systems and related items.
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カーネギー財団および McArthur 財団を含む多くの財団はアフリカの大学およびそれらの
図書館に投資しています。コンピューターとオンライン・システムおよびリソースはこれ
らの投資を利用できる対照項目となっています。資金のうちのいくらかは新しい本、安全
システム、関連物品のような、より従来型のものの入手のためにも利用されています。

2. Retrospective conversion.
遡及変換

Libraries are beginning to prepare for online catalogs and systems by doing
retrospective conversion, bar coding, and other tasks. There is excitement about the
possibility of making resources available in online forms.
図書館では遡及変換、バーコード入力、その他の作業を行なうことにより、オンライ
ン・カタログとシステムの準備に取り掛かっています。資料をオンライン形態で利用可能
にすることが実現しそうで興奮させられるものがあります。

3. New technologies.
新技術

New technologies are being implemented as funding allows. Training programs for
library staff and library users are being planned and implemented, so that the best use
will be made of online resources.
資金が許す限り、新技術が提供されています。オンライン資源の最大限の活用のため、
図書館員と図書館利用者のためのトレーニング・プログラムが計画されており実行されて
います。

4. Digitization.
デジタル化

Digitizing of historic and unique resources is being planned for and beginning in some
locations. Librarians understand the importance of making these resources available for
broader use. There is also hope that digitization can help with preservation.
歴史的でユニークな資料のデジタル化が計画されつつあり、いくつかの場所では始めら
れつつあります。図書館員はこれらの資源をより広く利用可能にすることの重要性を理解
しています。さらにデジタル化は保存に役立つことができるという期待もあります。

5. New construction.
新しい建築

New library construction is taking place in some locations. In others, some remodeling
is going on to make space more useful and pleasant for staff and users.
新しい図書館の建築はいくつかの地方で起こっています。一、方スタッフと利用者にと
って、スペースをより有効にそして快適にするために、改築もいくつか進められています。
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6. Internet cafes.
インターネット・カフェ

Most universities now have Internet cafés, and they are popular sites for students on
campus. Many libraries have access to online resources for the use of students and
faculty who need them for research purposes.
ほとんどの大学は今インターネット・カフェを持っており、それらはキャンパスの学生
にとって人気の場所になっています。多くの図書館では研究目的でそれらを必要とする学
生や教員のため、オンライン資源にアクセスできるようになっています。

7. New computer laboratories.
新しいコンピューター室

New computer labs are being built and planned in many libraries. At the same time,
librarians are planning to train users on how best to use online resources, especially
those found on the Internet.
新しいコンピューター室が造られたり、多くの図書館で計画されたりしています。同時
に図書館員はオンライン資源を最大限に活用する方法、特にインターネット上の資源の活
用について利用者を訓練する計画を立てています。

8. Back up power systems.
電力システムのバックアップ

Electricity is unreliable in many locations, so backup power systems such as solar
panels are being used in a number of locations.
電力は多くの場所において信頼性が低くなっています。したがって、ソーラー・パネル
のような電力システムのバックアップが多くの場所で使用されています。

Continuing Education for Librarians Today
最近の図書館員の継続的教育

The examples from US and African academic libraries illustrate some of the needs for
continuing education. Organizational re-design efforts, changing technologies, and
demographic changes are some of the major causes for the recent interest in training
programs for university librarians. Technology is reshaping the world of learning and
scholarly communication, and the skills and knowledge needed to perform jobs in
libraries are constantly changing. Libraries must provide leadership for their
universities in managing these issues, and teamwork and system-wide and global
thinking are required. Adequate training is one way to enhance our ability to cope with
rapid change in a global environment. These factors are encouraging many library
administrators to focus on preparing the new wave of leaders who will shape the future
of academic libraries.
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アメリカ合衆国およびアフリカの学術図書館を例として、教育を継続することの必要性を
いくつか紹介します。組織再編の動き、変化する技術、そして人口統計の変化などが、大
学図書館員のための訓練計画に対して最近関心が起きている主な理由です。技術が学習お
よび学術的コミュニケーションと学問の世界を作り変えており、図書館での仕事を行なう
ために必要とされる技能および知識は絶えず変化しています。図書館はこれらの問題を管
理する際に自分たちの大学に対して、リーダーシップを提供しなければならず、チームワ
ークとシステム全体にわたるグローバルな思考が要求されます。適切なトレーニングはグ
ローバル環境での急速な変化に対処する我々の能力を高めるための一つの方法です。これ
らの要因は、学術図書館の将来を形作るリーダーたちの新しい波をおこすことに焦点を当
てるように多くの図書館管理者を仕向けています。

Some of the areas of training needed by academic librarians include:
学術図書館員によって必要とされる訓練のうち、いくつかを以下に示します

a. Information and telecommunications technology.
情報およびテレコミュニケーション技術

Topics include evaluating and using computer hardware and software,
understanding computer and information concepts, understanding systems analysis,
planning and implementing digitization projects, and accessing information via the
Internet.
コンピューター・ハードウェアとソフトウェアを評価し使用すること、コンピュー
ターおよび情報概念の理解、システム分析の理解、デジタル化プロジェクトの計画と
実行、インターネットによる情報へのアクセスなどがこのトピックスに含まれます。

b. Project Management.
プロジェクト管理

Today’s librarians are dealing with implementing new technologies and services.
Knowing how to manage and plan projects is essential in the current environment.
最近の図書館員は新しいテクノロジーおよび新サービスの実行に対処しています。
プロジェクトをどのように管理し、計画するかを知ることは現在の環境において不可
欠です。

c. Advocacy and Marketing.
擁護とマーケティング

Librarians must be able to advocate for their libraries and market them on the
campus and in other areas where needed. Not everyone understands the value of
libraries and the strategic value of information for education and research.
Librarians must market information not only to the university communities but also
to government policymakers and to funders.
図書館員は、自分の図書館を擁護し、学内や必要とされる他のエリアにおいて売り
込むことができなくてはいけません。図書館の真価、そして教育と研究のための情報
の戦略的価値をすべての人が理解しているとは限りません。大学社会の中にだけでは
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なく、政府の政策立案者、そして資金提供者にも図書館員は情報を売り込まなくては
いけません。

d. Communication.
コミュニケーション

Librarians and libraries are basically communicators of information. Verbal, nonverbal, and interpersonal communication skills are important for all library staff.
Librarians must be able to express themselves clearly, communicate with users, and
listen carefully.
図書館員と図書館は基本的に情報の伝達者です。口頭あるいは非口頭、そして個人
間のコミュニケーション能力はすべての図書館員にとって重要です。図書館員は自ら
の考えを明確に述べて、ユーザと意思疎通をはかり、注意深く聞くことができなけれ
ばなりません。

e. Outreach to varied communities.
様々なコミュニティーへのアウトリーチ

New tools provide new opportunities to bring additional users into the libraries.
Virtual services can reach offsite users and others in new ways. Information
literacy is a skill needed by all library users, and librarians must work with faculty
and administrators to be certain this is part of the curriculum for all students.
新しいツールは、更なる利用者を図書館へ連れて来る新たな機会を提供します。バ
ーチャル･サービスは離れた利用者や他の人々にも新しい手段で届きます。情報リテラ
シーはすべての図書館利用者によって必要とされる技能であり、図書館員はこれがす
べての学生のためのカリキュラムの一部であることを確実にするために、教員や管理
者と一緒に仕事をしなければなりません。

f. Teamwork skills.
チームワーク技術

All libraries today require teamwork from their staff to move ahead in times of
challenge and change. By working effectively together, excellent programs and
approaches to opportunities can be developed.
挑戦と変化の時代に立ち向かうために、今日の図書館スタッフはチームワークを要
求されます。効果的に一緒に働くことによって、優れたプログラムと課題へのアプロ
ーチを開発することができます。

g. Change management.
変化に対するマネジメント
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Institutions of higher education are undergoing major change, and librarians
working in these settings must become adept at managing change. Leadership
skills are essential to manage personnel and libraries in the current environment.
高等教育機関は大変化を経験しており、このような状況で働く図書館員は変化に対
するマネジメントに熟達しなければなりません。現在の環境において全職員と図書館
を管理するには、リーダーシップの能力は不可欠です。

As one searches the web, one finds that many universities have developed their own
staff development training programs both for the entire university and just for library
staff. There are also regional groups of all types of libraries or of academic libraries,
who have come together to develop joint training programs. Many professional library
associations also offer continuing education, training, and leadership programs.
ウェブを探索していくと、大学全体のためや図書館スタッフだけのために、多くの大学
が独自のスタッフ・ディベロップメント・トレーニング・プログラムを開発していること
がわかります。さらに共同の訓練プログラムを開発するためにともに活動している全種類
の図書館や学術図書館からなる地域グループもあります。多くの専門図書館の協会もまた、
持続的な教育、トレーニングおよびリーダーシップ・プログラムを提供します。

Many of the training programs are supported by research, the development of resource
materials for participants, and an approach built on an understanding that adults learn
best by experiencing and then reflecting on that experience in a non-threatening,
supportive environment. Key leadership and management theories, concepts,
methodologies, and techniques are explored, developed, and practiced in many of these
programs. Programs focus on the issues and developments most critical to those who
currently, or will soon be expected to, play significant leadership roles in their
organizations. The curriculums are designed and facilitated by experts in the library,
higher education, and information technology arenas.
トレーニング・プログラムの多くは、リサーチ、参加者のための資源材料の開発、そし
て強制ではない協力的な環境のなかで経験したこととそれがもたらしたものによって成人
が最大限に学習するのだという合意の上に築かれたアプローチに支えられています。キー
となるリーダーシップと経営理論、コンセプト、方法論、そしてテクニックについて、こ
れらの多くのプログラムにおいて探求され、展開され、そして実行されています。プログ
ラムは現在または近い将来に組織の中で著しい指導的役割をする人々にとってもっともク
リティカルな問題や開発に焦点を当てています。カリキュラムは、図書館、高等教育およ
び情報技術界のエキスパートによって計画され、促進されています。

The International Federation of Library Associations and Institutions Continuing
Professional Development and Workplace Learning Section works to encourage and
develop continuing education programs for information and library personnel and to
provide a focal point for relevant activities. New trends in information sources,
technology, users' needs and management of libraries and information services
emphasize the requirement for continuing education and retraining. The Section brings
together those interested in and/or responsible for providing delivery systems for
continuing education.
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http://www.ifla.org/VII/s43/scpdwl.htm
国際図書館連盟（IFLA）の継続的プロフェッショナル・ディベロップメントと職場学習
のセクションでは、情報部門と図書館の職員の継続的教育プログラムを促進し、進展させ
るために、さらには適切な活動に焦点をあてるために活動しています。情報源、技術、利
用者のニーズ、および図書館および情報サービスの管理における新しい傾向は、教育と再
訓練を継続する必要性を強調しています。セクションは、興味のあるものを持ち寄るかあ
るいは教育を継続するために配送システムを提供することに責任を負っています。

Here are some sample professional development programs for academic librarians to
provide a little background on the variety of programs that are available.
学術図書館員に利用可能なさまざまなプログラムによって少しのバックグラウンドを提
供するためのプロフェッショナル・ディベロップメント・プログラムの例がここにいくつ
かあります。

The Association of College and Research Libraries is a division of the American
Library Association that offers a number of training programs. The Harvard Leadership
Institute focuses on how to stimulate change in organizations. The primary means of
presenting higher education issues is through the classic Harvard case method.
Participants read, reflect upon, and address a set of questions within the context of a real
life case study. There are some international attendees and before the IFLA conference
in Boston in 2001, a special institute was held for international participants.
http://www.ala.org/acrl
“The Association of College and Research Libraries”は、多くのトレーニング・プログラム
を提供するアメリカ図書館協会（ALA）の一部門です。ハーバード・リーダーシップ研究
所は、組織の変化を刺激する方法に焦点をあてています。高等教育の問題を提案する主要
な方法は古典的なハーバード・ケース・メソッドによります。参加者は、実際の事例研究
の文脈内の 1 セットの質問を読み、よく考えて、取り組みます。何人かの国際的な出席者
がおり、2001 年のボストンの IFLA 会議の前にはある特別な研究所が国際的な参加者とし
て迎えられました。

The Association of Research Libraries in North America offers Library Leadership for
New Managers which is designed for emerging library leaders who have little or no
formal management experience. The program builds upon the OLMS tradition of
training and facilitation, creating a learning space in which new professionals from
many institutions can network, exchange ideas, and gain competencies to help them
throughout their careers. The program offers three different but related learning
opportunities: an in-person Leadership Institute, a web-based course, and a facilitated
project.
http://www.arl.org
北米の” The Association of Research Libraries”は、正式な管理経験がほとんどないか、全
くない図書館指導者用に設計された“ Library Leadership for New Managers”というプログ
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ラムを提供しています。このプログラムはトレーニングし、助成し、そして多くの機関の
新しい専門家がネットワークを張り、考えを交換し、彼らの経験から助けとなる能力を身
につけたりする学習スペースを設けるという伝統的なＯＬＭＳに立脚しています。
プログラムは “Leadership Institute”自体のもの、ウェブ関連コース、そして促進プロジェク
トといった三つの異なる学習機会を提供していますが、それらは相互に関連しています。

The Frye Leadership Institute attempts to develop creative leaders to guide and
transform academic information services for higher education. The Institute is an
intensive, two-week residential program held at Emory University. Through
presentations by recognized leaders in higher education and society, seminars, and
group projects, the Institute offers participants the opportunity to explore and analyze
the leadership challenges stemming from the changing context and complexity of higher
education, with special attention to the implications of the growing power of
information technology to transform the means of research, teaching, and scholarly
communication. The Institute is sponsored by the Council on Library and Information
Resources, EDUCAUSE, and Emory University.
http://www.fryeinstitute.org
“The Frye Leadership Institute”は高等教育のための学術情報サービスを導き、伝達する
ための創造的なリーダーを養成することを試みています。この研究所は Emory 大学で行わ
れた集中的な 2 週間の宿泊研修プログラムです。高等教育を受け、社会的にもセミナーお
よびグループプロジェクトでも認められたリーダーが行うプレゼンテーションを通じて、
研究所は研究、教えることおよび学究的なコミュニケーションを伝達するために力強く成
長しつつある情報技術との密接な関係に注意を払いつつ、変化する高等教育状況及び複雑
さから生じるリーダーシップの課題を調査し分析する機会を提供します。図書館と情報資
源に関する委員会、EDUCAUSE および Emory 大学がこの研究所のスポンサーになってい
ます。

The UCLA Senior Fellows Program, which originated at UCLA in 1982, is designed for
leaders in academic and research libraries. Senior-level academic librarians, who are
interested in an executive management level course on policy and leadership conducted
by leading experts, are encouraged to apply. The Program is highly selective and
limited to 15 Fellows per year. The program was first established with support of the
Council on Library Resources, UCLA, and the institutions represented by the
participating fellows. Over 165 academic library leaders have participated in the
program.
http://is.gseis.ucla.edu/seniorfellows/
“The UCLA Senior Fellows Program”（1982 年に UCLA で創設）は学術、および研究図
書館のリーダーのために設計されています。上級レベルの学術図書館員（彼らは第一人者
によって導かれた政策とリーダーシップに基づく経営幹部向けコースに興味を持ってい
る）は応用するように激励されます。プログラムは高度に選択的で、1 年当たり 15 人のフ
ェローに制限されています。プログラムは当初、”Council on Library Resources, UCLA”、お
よび参加するフェローによって代表される機関の支援によって設立されました。165 人以
上の学術的な図書館のリーダーがプログラムに参加しました。
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The Academic and National Library Training Co-operative is an Irish based training
organization. The aim is to identify training needs within the academic and national
libraries which form the basis of an ongoing cooperative training and development
program. This training will supplement each institution’s own program and, through
joint group consultation, will aim to offer a wide range of training opportunities to
relevant groups of libraries and library staff at a reasonable cost. This program has been
expanded and developed based on feedback received on previous courses, and
consultation with librarians.
http://www.anltc.ie/
“The Academic and National Library Training Co-operative”はアイルランド系のトレーニ
ング組織です。その目標は進行中の協同トレーニング及び開発プログラム計画の基礎を形
成する学術、および国立図書館で必要な訓練を明確にすることです。このトレーニングは
研究所自身のプログラムを補足し、共同のコンサルテーショングループを通じて合理的な
コストでライブラリーと図書館員の適切なグループに広範囲のトレーニングの機会を提示
することを狙っています。このプログラムは前のコース上で受け取られたフィードバック
および図書館員とのコンサルテーションに基づいて拡張して開発されてきました。

Northern Exposure to Leadership Institute at the University of Alberta in Canada works
to contribute to the vitality, growth, and success of the library profession well into the
21st century, by positioning professionals to be proactive, effective, and consequential
voices in a dynamic and sophisticated information environment. The Institute provides
a unique opportunity for professional librarians to share with peers and mentors a five
day experiential and theoretical learning situation in Canada. Participants explore and
experiment with such leadership concepts as vision, risk taking, creativity, change,
communication, power, and styles of leadership. This is all to be done within a context
of self-exploration, evaluation, and development.
http://www.ls.ualberta.ca/neli/instit.html
カナダのアルバータ大学にある“Northern Exposure to Leadership Institute”は動的で精巧
な情報環境下で率先的で有効かつ必然的な声であるように専門家を位置付けすることによ
り図書館専門職の活性化、成長および成功に貢献するように２１世紀を目指して働いてい
ます。同研究所は専門の図書館員が仲間と指導担当とともにカナダでの 5 日間の経験的・
理論的な学習環境を共有する独自の機会を提供しています。参加者はビジョン、危険負担、
創造性、変化、コミュニケーション、実力およびリーダーシップスタイルのようなリーダ
ーシップ概念をもって調査し実験します。これは自己調査、評価および開発の状況内です
べて行われます。

The Society of College, National and University Libraries (SCONUL) located in
London promotes excellence in library services in higher education and national
libraries across the United Kingdom and Ireland. SCONUL’s web page provides useful
staff development links. SCONUL offers a monetary award to help develop ideas for
staff development. The award will support a development event, an exchange or visit to
other libraries, publication or research, or a new staffing initiative.
http://www.sconul.ac.uk/activities/staffing/links.html
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ロンドンにある“The Society of College, National and University Libraries”（SCONUL）は
英国とアイルランドを通じて高等教育と国立図書館で卓越した図書館サービスを推し進め
ています。SCONUL のウェブ・ページは有用なスタッフ開発リンクを提供します。
SCONUL はスタッフ開発に対するアイディアを発展させることを支援するために賞金を提
案しています。賞金は開発イベントや他の図書館、出版者、研究者、あるいは先導する新
しい職員との情報交換や訪問を支援しています。

Each of these professional development and leadership programs offers a different and
unique approach. Many of the programs are aimed primarily at librarians in a particular
country or region. All of the programs aim to create a climate to help facilitate the
learning process. Some of the characteristics of effective adult learning programs to be
considered, as one evaluates programs, are indicated below.
これらのプロフェッショナル・ディベロップメントおよびリーダーシップ・プログラム
はいずれも異なっていますが、ユニークなアプローチを提案しています。プログラムの多
くは主として特別の国か地域の図書館員を対象としています。プログラムはすべて研修過
程を促進させるような気風造りを目標としています。評価されるプログラムとして考慮さ
れる有効な成人研修プログラム中のいくつかの特性を以下に示します。

a. Voluntary participation.
自発的参加

Participation in these learning opportunities generally is voluntary and often sought
after.
これらの研修する機会への参加は一般的に強制的ではなく、それでいて人気があり
ます。

b. Learners involved in objectives and assessment.
目的と評価に関与する研修者

Learners should be involved, as much as possible, in the needs assessment and
formulation of training and staff development objectives.
研修者は訓練目標とスタッフの開発目標についてニーズアセスメントおよび構築化
にできるだけ関係するべきです。

c. Climate of mutual respect.
相互の尊敬の気風

A climate of mutual respect lays the groundwork for a situation where new ideas
can be freely debated and discussed.
相互尊敬の気風は新しい考えを自由に討議し、議論する場の基礎を築きます。
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d. Sense of shared responsibility.
共有責任の感覚

For learners to be able to take advantage of the personal experiences of others, there
must be a sense of shared responsibility for the quality of the common learning
experience.
研修者は他の人々の個人的な経験を利用することができるということから、共通の
学習経験の質に対して共有される責任感覚がなければなりません。

e. Personal discovery.
個人の発見

For adults to acquire and fully integrate desired knowledge or skills, the learning
process must involve personal discovery and the opportunity to compare ideas with
an understanding of how things work.
成人が希望する知識あるいは技能を身に付け完全に習得するために、研修過程は個
人の発見や物事の動向についての理解を比較する機会を含んでいなければなりません。

f. Opportunities for discussion and practice.
議論と実行の機会

Effective training programs provide opportunities for both discussion and practice.
有効なトレーニング・プログラムは議論と実行の両面に機会を提供しています。

g. Open and accepting environment.
開放的で包容力のある環境

An open and accepting environment is essential.
開放的で包容力のある環境でなければなりません。

h. Mentoring.
新人教育

Mentoring helps most of us learn, and having a mentor is an excellent way to test
assumptions and continue to grow and learn.
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新人教育は我々が学習するほとんどの事を助けます。そして助言者を持つことは仮
説を試し、成長し、学習することを継続する優れた方法です。

i. Continuous learning.
継続的な学習

Programs are developed to help the participants learn and remain enthusiastic and
interested in the learning process after the program is over.
プログラムは参加者が学習し、プログラムが終わった後もやる気を持ち続け、研修
過程に興味を持ち続けるのを助けるために開発されています。

Adults learn best through experience, observation and reflection, generalization and
conceptualization, and experimentation and integration. The learner must bring energy,
enthusiasm, and a lifetime of experience to the learning process. The continuing
education program provides content and structure to enable the learner to acquire new
knowledge and skills. Learning in a setting with colleagues from different geographic
settings and cultural backgrounds provides an extra dimension that seems particularly
appropriate in the 21st century. The Mortenson Center for International Library
Programs provides this dimension, while developing its international programs on the
basis of what is known about how adults learn and the areas of training needed by
academic librarians.
成人は経験、観察および反映、一般化および概念化、実験および統合によって最良に学
習します。研修者はエネルギー、熱心さ、および人生経験を研修過程に持ってなければな
りません。継続的な教育プログラムは研修者が新しい知識および技能を得られるように内
容と構造を提供します。異なる地理的環境および文化的背景を持つ同僚との学習は、21 世
紀に特に求められるこの上もない次元を提供します。成人がどのように研修するかについ
て知られている基礎、ならびに学術的な図書館員が必要とする訓練領域に関する国際的な
プログラムを開発する一方、モーテンソン・センター はこの次元を提供しています。

The Mortenson Center for International Library Programs
The Mortenson Center for International Library Programs is located in the cities of
Champaign and Urbana with a combined population of 100,000, approximately 140
miles south of Chicago. The University and its surrounding communities offer a
diverse cultural and recreational environment in the middle of typical Midwestern
American farm land with corn and soybean fields. We have four seasons in Illinois.
モーテンソン・センターはシカゴの約 140 マイル南のシャンペインとアーバナ両市（人
口が併せて約 10 万）にあります。大学とその周囲の地域社会は変化に富んだ文化的、リク
リエーショナル環境を、アメリカ合衆国中西部のコーンと大豆の大草原のなかで提供して
くれます。イリノイ州には四季があります。
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The University of Illinois is a comprehensive, major public university rated among the
best in the world. It provides undergraduate and graduate education in more than 150
fields of study. The University has more than 80 centers, laboratories, and institutes
that perform research for government agencies, industry, and campus units. It provides
public service to the state and the nation. The University has 38,000 students, 10,000
faculty, professionals, and staff. The 2003 budget was 1.224 billion dollars. The
University was the first to provide students with disabilities access to all university
services, curricula and facilities. We are home to the National Center for
Supercomputing Applications and developer of the hypermedia browser Mosaic. There
are over 47,000 network connections for students, faculty, and staff and 3,000 computer
workstations available for student use. The Illinoi Union is the student union with
rooms for visits, restaurants, and recreational facilities. The Morrow Plots are the oldest
experimental agricultural plots in the country, and the undergraduate library, which is
next to the plots, is built underground so the shadow of the building will not shade the
agricultural plots.
イリノイ大学は総合大学で、世界的にも高く評価されている公立大学です。150 科目以
上に亘る学部と大学院があります。80 以上のセンター、研究所と理工系の専門学校があり、
政府機関、産業、学内各科のために研究を行っています。大学は国と州のために公共サー
ビスも行います。学生は３万８千人おり、教授陣、技術専門家、職員が１万人居ります。
2003 年度の予算は 12 億 2 千４百万ドルでした。イリノイ大学は障害のある学生に大学の
全てのサービス、課程と設備を使えるようにした最初の大学です。また、当大学はスーパ
ーコンピュータプリケーション全米本部があり、ハイパーメディア・ブラウザーの“モザ
イク”の開発者でもあります。学生、教授陣、職員に４万７千超のネットワーク接続を提
供し、学生のために 3 千台のコンピュータ・ワークステーションを提供しています。
“The Illinoi Union”は学生クラブで、訪問者宿泊室、レストラン、レクリエーション設備
が整っています。“ The Morrow Plots”には国内最古の実験農業区画と、隣接した学部図
書館があり、この図書館は実験農場が日陰にならないよう地下室になっています。

The University of Illinois Library was founded in 1867 with 1,039 volumes. It is
recognized as a premier institution and has strengths ranging from the sciences to the
humanities. It houses the largest public university collection in the world with more
than 22 million items, 10 million volumes, 13 million print and non-print materials, and
over 90,000 periodicals and journals. There are 42 departmental libraries with one large
library for undergraduate students. The online catalog is accessed more than one
million times weekly from all over the world. There are 288 electronic article indexes
and abstracts, some full text. E-reserves are available for course materials, and there are
numerous digital projects. The Library belongs to at least 10 library resource sharing
networks and has a budget of $29.5 million. There are over 500 librarians and staff.
There are 250 public computer terminals and 500 staff terminals. The Library is a
member of the International Federation of Library Associations along with other
international groups. The Grainger Engineering Library is one of our newest library
buildings and has a variety of spaces for students to study.
イリノイ大学図書館は 1867 年に 1,039 冊の蔵書で発足しました。国内屈指の施設として
認められ、科学から人間性諸般に至る分野に強みがあります。世界最大の公立大学蔵書を
抱えており、２千２百万件、１千万冊、１千３百万印刷・非印刷資料と９万件以上の定期
刊行物、雑誌があります。４２の部門別図書館と学部学生のための一つの大きな図書館か
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らなっています。オンライン・カタログは世界中から一週間で百万回以上のアクセスがあ
ります。このカタログでは 288 の電子的項目見出しがあり、抄録と、一部は全文が参照で
きます。「E リザーヴ」というのが科目教材に使えて、いろいろなデジタルプロジェクト
があります。イリノイ大学は少なくとも 10 の図書館資源共有ネットワークに属していて、
予算が２千９百５０万ドル（約３１億円）あります。500 人以上の図書館員と職員がいま
す。また、コンピューター端末が一般用に 250 と、職員用に 500 あります。当図書館は国
際図書館協会連盟やその他の国際グループに加盟しています。「The Grainger Engineering
図書館」は最新の図書館建物の一つで、学生に様々な勉学の場を提供しています。

The Graduate School of Library and Information Science is a great resource and is
recognized as a premier institution, frequently ranked number one and consistently
among the top three U.S. library and information science schools. Mortenson Center
Associates are able to take advantage of the library school and its faculty and resources.
図書館情報学大学院は膨大な知識資源で、国内でしばしば第一位にランクされ、アメリ
カ合衆国のトップスリーの図書館情報学専門学校の一つであり、一流の教育機関です。モ
ーテンソン・センター会員は図書館学科、学部、資源を利用することが出来ます。

Founded in 1991 with two generous gifts from the Mortenson family, the Mortenson
Center for International Library programs seeks to strengthen international ties among
libraries and librarians worldwide for the promotion of international peace, education,
and understanding. The goal of the Mortenson Center, as Walter Mortenson put it so
eloquently, is to “promote international education, understanding and peace.” Since
its inception, more than 600 librarians from 85 countries have participated in the
Mortenson Center programs. The Center provides a variety of programs designed to
meet many different professional development needs with colleagues from a variety of
settings around the world. The Center is the only one of its kind in the world.
1991 年にモーテンソン一族からの二つの贈与により設立されたモーテンソン・センター
の国際図書館プログラムは、国際平和、教育、理解の促進のために世界中の図書館と図書
館員の国際的絆を強めることを目指しています。ワルター・モーテンソンが雄弁に述べて
いるように、モーテンソン・センターの目標は、“国際的教育、理解、平和を促進する”
ことです。発足以来、85 カ国から 600 人以上の図書館員がモーテンソン・センター・プロ
グラムに参加しました。このセンターは様々に異なったプロフェッショナル・ディベロッ
プメントのニーズに応えるように設計された各種のプログラムを、世界中の様々な環境か
ら来られる仲間たちに提供します。当センターはこの分野では世界に一つのものです。

The Mortenson Center has welcomed librarians from more than 85 countries in all parts
of the world. The Center welcomes librarians and information specialists from all kinds
of libraries and information centers including: public and youth libraries, school
libraries, library and information science schools, government libraries, academic and
research libraries, corporate libraries, national libraries, medical libraries, agricultural
libraries, law libraries, and archives among others. While some of the training
programs are directed at a particular type of library and part of the world, many of them
include a wide range of participants. The Center is well located for running a residential
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program as part of a large and great university with a presence in practically every
imaginable discipline, conveniently located on one large campus.
モーテンソン・センターは世界中の 85 カ国以上からの図書館員を迎え入れてきました。
センターはあらゆる種類の図書館・情報センターからの図書館員・情報専門家を歓迎しま
す。即ち一般、および青少年図書館、学校図書館、図書館情報学専門学校、政府図書館、
学術研究図書館、企業図書館、国立図書館、医学図書館、農業図書館、法学図書館、公文
書館などからの方々です。トレーニング・プログラムのいくつかは特殊なタイプの図書館
とか特殊な国向けのものですが、多くのプログラムは広い範囲からの参加者で構成されま
す。モーテンソン・センターは居住プログラムについては広大なキャンパスを持っている
のであらゆる程度の居住サービスの提供ができます。

The Mortenson Center receives funding from a variety of sources. The University of
Illinois, U.S. government agencies, individuals, foundations, and endowment all help us
do our work. We offer a number of programs at the Center including: the Associates
Program, a unique individualized non-degree program; the visitors program which
includes seminars, tours and discussions; the partnership program focusing on the
unique needs of a country or region; and the lecture series promoting international
understanding. The distinguished lecture series is held each fall and, in recent years, we
have focused on information literacy and intellectual freedom and civil societies.
モーテンソン・センターは種々の資源から資金を受け取ります。イリノイ大学、アメリ
カ合衆国政府省庁、個人、基金、寄付金などすべてが我々の事業を援助します。センター
では、様々なプログラムを提供します。例えば、独特な個人特化の非学位プログラムであ
るアソシエイツ・プログラム、セミナーやツアーそして討論会のあるヴィジター・プログ
ラム、国や地域の特殊ニーズに焦点を当てるパートナーシップ・プログラム、国際理解を
促進するための講演シリーズなどです。毎秋特別な講演会シリーズがあり、最近では、情
報力と知的自由と市民社会に焦点を当てました。

The Associates Program is a unique, individualized, non-degree program which offers
an opportunity for librarians and information specialists to learn first-hand the workings
of U.S. libraries and to share their experience with other Mortenson Associates from
around the world. The Mortenson Center offers this unique, individualized, non-degree
program for librarians who are able to come to the University of Illinois for extended
stays. The purpose of the program is to expose the participants first-hand to the
workings of U.S. libraries and to give them the time and resources to develop new
strategies for their libraries back home while sharing their experiences with others. This
past fall participants were from countries around the world including: Colombia, India,
Japan, Kenya, Nigeria, Russia, and South Africa.
アソシエイツ・プログラムは独特な、個人特化した、非学位プログラムで図書館情報専
門家がアメリカ合衆国図書館の最新の業務を学び、世界中から集まるモーテンソン・セン
ター会員に経験を共有する場を提供します。センターはこのプログラムをイリノイ大学に
長期滞在できる図書館員に提供します。このプログラムの目的は参加者がアメリカ合衆国
の図書館の業務の最新事情を学び、他の参加者と経験を分かち合い、自国の図書館のため
の新しい戦略を開発するための時間と資源を与えることです。このプログラムの昨秋の参
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加者はコロンビア、インド、日本、ケニヤ、ナイジェリア、ロシアと南アなどの国々から
来られました。

At the Mortenson Center, we introduce visiting librarians to life in the middle of
America. We show them a major academic institution. They spend time at the Lincoln
Trail Libraries System, the local library consortium that includes the giant University of
Illinois along with tiny public libraries. They visit the Illinois State Library in
Springfield and a variety of libraries in Chicago. Visits to the American Library
Association in Chicago, where staff prepare programs for the group, provide a broader
context on issues in libraries in the U.S. We often take them to a nearby farm, where
they learn how this sector of our society lives and works and how its information needs
are met.
モーテンソン・センターでは、来訪の図書館員に中部アメリカでの生活を紹介していま
す。主要な学術施設をお見せします。Lincoln Trail 図書館システムという地域の図書館コ
ンソーシアムで、これは巨大なイリノイ大学と共に小さな公立図書館も含んでいます。ス
プリングフィールドのイリノイ州立図書館や、シカゴの各種の図書館も案内されます。シ
カゴのアメリカ図書館協会では、スタッフが広い文脈でアメリカ合衆国の図書館の問題を
提示してくれます。ある時には近くの農場にお連れして、この地域社会ではどういう生活
をし、どのように情報ニーズを満たしているかを学びます。

All training programs at the Center focus on best practices and exposure to a number of
experts and work settings. By bringing participants to the University of Illinois, we
allow them time to focus on training, the opportunity to use technology labs and
resources, exposure to a large and important university library and its staff, structured
time to interact with a wide range of librarians and other specialists from around the
state, and the opportunity to visit a variety of sites and observe first-hand activities in a
number of libraries. It would be impossible to provide this kind of broad exposure to a
number of libraries and experts, if the training were not done in the United States.
センターのトレーニング・プログラムは皆、最上の実務研修と多数の専門家と作業設定
とに出会えるように焦点が当てられています。参加者をイリノイ大学にお連れして、技術
研究室と資源を使うトレーニング、そして巨大かつ重要な大学図書館とそのスタッフに出
会い、アメリカ合衆国中から集まった広範囲な図書館員や専門家と交流する時間を作り、
各所を訪問して多数の図書館での最新の活動を観察する機会などを作ります。アメリカ国
内でのトレーニングでなければ、これほど多数の図書館と専門家とのこの種の広範な交流
を提供することは出来ないでしょう。

Typical Mortenson Center Program Elements
典型的なモーテンソン・センター プログラム内容

During their time at the Mortenson Center, academic librarians generally join their
international colleagues from a variety of countries and types of libraries in a structured
program. Responding to the training needs identified above (technology, project
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management, advocacy and marketing, communication, outreach, teamwork, and
managing change), we develop programs keeping in mind the characteristics of
effective adult learning programs. The Mortenson Center provides a comprehensive
program that includes the following elements:
モーテンソン・センター滞在中に大学図書館員は普通、構成プログラムの中で各国の各
種の図書館からの国際的な仲間と同席します。上述の（技術、プロジェクト管理、政策提
言とマーケティング、コミュニケーション、出先機関、チームワーク、管理変更などのト
レーニング項目）に対応するために我々は効果的な社会人向けの研修プログラムを念頭に
プログラムを開発しています。モーテンソン・センターは下記の要素を含む総合的プログ
ラムを準備しています。

Presentations and Tours:

プレゼンテーションとツアー

Mortenson librarians hear presentations from a wide range of staff from libraries and
organizations affiliated with libraries. We tour school, public, academic, and special
libraries. Special libraries such as those at the Chicago Tribune, a major newspaper, are
often included in the tour. In addition, we meet with library consortium organizations,
book distributors, and other relevant groups.
モーテンソン・センターでの参加者は同図書館と提携している図書館と組織からの広範
囲なスタッフからのプレゼンテーションを聞きます。ツアーは学校、公共、学術、専門図
書館をツアーします。大新聞社シカゴ・トリビューンの専門図書館はしばしばツアーに含
まれます。さらに、図書館コンソーシアム組織、書籍販売、そのほかの関連グループも訪
問します。

Information and Telecommunications Technologies:

情報と通信技術

We offer a general course on new technologies. We work to assess the skills of each
visitor and, depending on their abilities and interests, we will also provide web design
and database development training. Recently, some of our visitors have requested
training in understanding the technology for digital libraries. Things like the Virtual
Reality Cave on the engineering campus, which is an experimental laboratory where
faculty members from across the disciplines can use advanced technology to present
information and ideas in unique and interactive ways, add to the program.
新技術の概説コースもあります。我々は各参加者の能力と関心に応じてその技量を評価
し、また、ウェブ・デザインとデータベース開発のトレーニングも提供します。最近は、
参加者の一部が電子図書館の技術のトレーニングを要求しております。工学部の Virtual
Reality Cave、これは情報とアイディアを独特な対話方式で提供する為の高度技術を研究メ
ンバーが訓練して使えるようになった実験研究室ですが、これもプログラムに入れてあり
ます。

Visits and Presentations:

訪問とプレゼンテーション
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During the program, we generally travel to Chicago and Springfield, the state capital.
In Chicago, the group will visit the Chicago Public Library and the American Library
Association. In Springfield, we work with our partner, the Illinois State Library, to
offer a program of tours and seminars about the role of the State Library. We always
include a couple of Lincoln historical sites, much to the delight of our visitors. During
these visits, Mortenson associates develop their communication skills by interacting
with a wide range of librarians and staff.
研修プログラムの間、我々は普通シカゴと首都スプリングフィールドに行きます。シカ
ゴでは、シカゴ公立図書館とアメリカ図書館協会を訪問します。スプリングフィールドで
は、我々のパートナーたるイリノイ州立図書館と共同で、州立図書館の役割についてのツ
アーとセミナーを提供します。参加者が大喜びするリンカーンゆかりの史跡をいくつか含
めています。これらの訪問中に、モーテンソン研修参加者は広範囲の図書館員とスタッフ
との交流を通して、コミュニケーション技術を磨くことが出来ます。

Host Site Visits:

ホスト・サイト訪問

We arrange for our visitors to spend 2-3 days in a host library in Illinois. We place the
visitor in a library that is similar to their home institution. The Mortenson visitor then
has a chance to spend one-on-one time with a librarian and ask in-depth questions about
the management of the library. In these settings, Mortenson associates learn about
outreach to communities and see examples of how users can be provided with library
services.
我々は参加者がイリノイのホスト図書館で 2－3 日を過ごすように予定を組みます。参加
者が自国の図書館と同じような図書館で、そこの図書館員と一対一で、図書館の運営管理
に関する詳細な質問をすることができます。このような場面で参加者は、社会への関わり
や利用者がどのようなサービスを受けられるのかの実例などを学びます。

Seminars:

セミナー

The participants attend a weekly schedule of seminars on topics that include, but are not
limited to: introduction to American libraries, library management, library leadership,
managing information technology in libraries, library development, fundraising,
promotion, marketing, advocacy, issues of access to information, services to disabled,
youth and seniors, library programming, technical services.
参加者は下記のようなトピックスのセミナーを毎週受けられます。例えば、アメリカの
図書館の紹介、図書館運営、図書館のリーダーシップ、図書館の管理情報技術、図書館の
開発、資金収益、プロモーション、マーケティング、政策提言、情報アクセスの問題、身
体障害者へのサービス、若年者と高齢者、図書館プログラミング、技術サービス等など。

Conferences:

会議

We attend and participate in the Illinois Library Association conference in October. For
Mortenson visitors, this is an excellent opportunity to meet with colleagues from the
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state of Illinois, to visit exhibits in order to view the latest in technology, and to
participate in a seminar where they will be able to talk about libraries in their countries.
我々は 10 月にイリノイ図書館協会の会議に出席、参加します。モーテンソン参加者には
これはイリノイ州から参加する同僚と出会う良い機会であり、最新の技術の展示を参観し
たり、セミナーに参加して各国の図書館について語り合う良いチャンスです。

Training-the-trainers:

トレーナーを養成する

An important component of the Mortenson program is the training-the-trainers module.
We expect that visitors who complete our program will be able to return home and share
their knowledge with their colleagues. We spend a lot of time working with the
Associates on their presentation techniques, and everyone must develop a presentation
during their stay at the Mortenson Center. Most libraries around the world are
undergoing major changes, and all librarians must learn to manage change and help staff
handle change with training.
モーテンソン・プログラムの重要な構成要素は“トレーナーを養成する”という基準で
す。我々のプログラムを修了した参加者は帰国後その知識を同僚と分かち合うことが期待
されます。参加者と長時間そのプレゼンテーション技術を向上させるよう努力しますので、
皆がモーテンソン・センターに滞在中にプレゼンテーション技術を磨かなければなりませ
ん。世界中の図書館では今大きな変革が行われているので、図書館員はすべてその変革に
対応できるよう学び、スタッフがトレーニングを積んで変革に対応するよう助けなければ
なりません。

Mortenson Friends and Mentors:

モーテンソン・センターの友人、指導担当

All Mortenson visitors are paired with an U.S. librarian. We ask the U.S. librarians to
spend informal time with the visitors to discuss their work and to involve them in
interesting professional activities. We find, in most cases, that the two librarians
develop a good friendship and participate in social activities together.
モーテンソン・プログラム参加者一人一人に、アメリカ人図書館員の指導担当が付きま
す。このアメリカ人図書館員には、参加者の非公式の時間にも仕事について論議し、興味
深い専門的活動について話し合うよう頼んであります。このようなペア方式は、二人の図
書館員同士の友情を深め、一緒に社交活動に参加するのです。

Group projects:

グループ・プロジェクト

Mortenson visitors are asked to work on many projects. Through these activities, they
learn about project management and working in teams. They may be asked to write an
Internet policy for computers in a children’s department or to develop a flyer promoting
a new library program. Our visitors work together in groups on the projects, and this is
a wonderful opportunity to discuss common library issues. We find that the bonds that
develop between a group of visitors at the Mortenson Center remain strong after they
return home as they continue to communicate in order to discuss issues in their libraries.
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参加者は色々なプロジェクトに加わらなければなりません。これらの活動を通してプロ
ジェクト管理とチームとして働くことを学ぶのです。例えば、児童部門でのコンピュータ
ーのインターネット利用方針を書かされたり、図書館の新規プログラムを宣伝促進するビ
ラを作らされたりするのです。参加者は様々なプロジェクトの中でグループとして一緒に
働き、これが共通の図書館課題を討議する絶好の機会となるのです。モーテンソン・セン
ターでの参加者のグループの間に芽生えた絆が、参加者の帰国後にも自国の図書館の課題
を論議するためのコミュニケーションを続けるために強く残るのです。

During the training, we often split into groups to help each individual develop skills in a
more focused area. So, for example, a systems person might spend more time on
learning how to operate a network and a librarian might focus on managing new
technology in the library. Depending on the level of expertise of each participant, we
may not be able to cover all topics. It is our goal to help individuals develop new skills
during their stay with us and to send them back better prepared to meet the challenges in
their own institutions.
トレーニングの間、ときにはグループを分けて、個々人がより特化された分野の技能を
得られるようにします。例えば、システム部門の人にはネットワーク運営方法習得にもっ
と時間を割き、また図書館員には図書館での新技術の扱いに焦点を当てさせるなどです。
参加者各自の技量のレベルによっては、すべてのトピックスを網羅できないでしょう。
我々の目標は個々人が滞在中に新しい技能を修得して帰国後に自分の施設のなかでの挑戦
により良く対応できるようにして、送り返すことです。

We always use a combination of training strategies to present the content of the
program. Seminars, workshops, hands-on demonstrations, computer lab exercises, tours,
professional development meetings, training-the-trainer sessions, and on-site training at
academic libraries in Illinois are all part of the program. Cultural activities are also part
of the Mortenson Associates Program. We often visit an American farm or museums.
Social activities allow the Associates to meet other librarians in the area. Each
Mortenson Center program ends with a graduation ceremony, where Associates are
given a certificate and recognized for their participation in the program.
我々はいつもプログラムの内容を提供するのにトレーニング戦略をいくつか抱き合わせ
て使います。セミナー、ワークショップ、ハンド・オン（模範演技的）デモンストレーシ
ョン、コンピューター実験室研修、ツアー、プロフェッショナル・ディベロップメント会
議、トレーナー養成講座、イリノイ州の大学図書館での実地トレーニングなどは全てプロ
グラムに含まれます。文化活動もモーテンソン・センター研修の一部です。時には、アメ
リカの農場や博物館を訪問します。社交活動は地域の他の図書館員との出会いの場です。
モーテンソン・センター研修プログラムの各々は修了式があり、修了証が渡されます。

Some Examples of Mortenson Programs
モーテンソン・プログラムの実例

The Visitors Program is a more abbreviated program generally directed at a specific
group. The Mortenson Center welcomes short-term visits (generally one to two weeks)
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to the University of Illinois from librarians and those engaged in library-related
activities internationally. The Center works with visitors to design a program that fits
their needs. Short term visitors in the last year arrived from Armenia, Azerbaijan,
Croatia, Ecuador, Germany, Honduras, Russia, and Ukraine.
ヴィジターズ・プログラムというのは通常、特定のグループ用に作られた簡便プログラ
ムなのです。モーテンソン・センターは短期ヴィジター（通常は 1 週間から 2 週間）とし
て図書館員やその他の国際的な図書館関連活動に従事する人々をイリノイ大学に歓迎しま
す。センターはヴィジターと一緒に彼らのニーズに合ったプログラムを設計します。昨年
度の短期ヴィジターはアルメニア、アゼルバイジャン、クロアチア、エクアドル、ドイツ、
ホンジュラス、ロシア、ウクライナなどから来ております。

The partnership program focuses on the unique needs of a country or region and is
designed to assist other countries and regions in developing self-sustaning centers for
continuing education. With our partners, we create programs so librarians from other
countries can meet their professional development goals.
パートナーシップ・プログラムというのは特定の国あるいは特定地域特有のニーズに焦
点を合わせて、それらが継続的な教育のための自立拠点を作り上げるのを援助するための
ものです。パートナーと一緒に他の国からの図書館員がプロフェッショナル・ディベロッ
プメントの目標に到達するようにプログラムを作り上げるのです。

The partnership with the South African library community is a good example of the
work of the Mortenson Center. Staff visited South Africa to find out if there was a need
for continuing education programs for library professionals, and if the Mortenson
Center was the best organization to help develop such a program. A group of South
African librarians met and decided that they wanted to work with the Mortenson Center
and appointed the Library and Information Association of South Africa (LIASA) as the
coordinating agency for the project. The group identified the greatest need as leadership
training for middle- and senior-level library managers. Two groups of South African
library leaders have been trained at the Mortenson Center and returned to South Africa
to become active leaders in LIASA and their libraries. Several academic librarians were
included in this training and have found the program very useful when they returned to
their academic libraries in South Africa. We have just received funding from the
Mellon Foundation to bring a third group of librarians to the Mortenson Center for
Training.
南アフリカの図書館コミュニティーとの提携関係はモーテンソン・センターの業務の典
型的な例です。スタッフが南アフリカを訪問し、図書館専門職の教育プログラムの実施が
必要であるかどうか、またモーテンソン・センターがその様なプログラムを展開するため
に働くべき最適な組織であるかどうかを検証しました。南アフリカの図書館員グループの
一つが会議を開き、モーテンソン・センターと共同作業をしたいと決定し、南アフリカ図
書館情報協会（LIASA）を統合機関として指定したのです。このグループは当面の最大の
課題は中級、上級レベルの図書館管理職のリーダーシップ・トレーニングであると考えた
のです。南アフリカの図書館管理職の二つのグループがモーテンソン・センターでトレー
ニングを受けて帰国して LIASA とその図書館群の活発なリーダーとなったのです。数人の
大学図書館員がこのトレーニングに参加しており、このプログラムが南アフリカの大学図
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書館に戻った後に非常に効果が有ったことを確認しています。我々はメロン財団から、南
アフリカの第三のグループがモーテンソン・センター研修に来る為の資金提供を最近受け
取りました。

Another example of our work is illustrated by a project completed in the spring of 2003.
The Center was invited to develop a two-week educational program for librarians,
information technologists, and university administrators from Siberia. After discussions
with the funding agency, a program was developed and the participants worked with
interpreters at the Center and learned a great deal about how to manage, develop, and
expand technology in the university setting. Field trips and site visits were an important
part of the program. The funding agency and participants were very pleased with all
they observed and learned during the program
我々の作業の他の実例は 2003 年の春に完成したプロジェクトに示されています。センタ
ーはシベリアからの図書館員、情報技術者、大学管理者のための 2 週間の教育プログラム
を作るよう頼まれました。出資者との検討の後、プログラムが作られ、参加者たちは通訳
と一緒にセンターで研修をうけ、大学環境の中でいかに技術を管理、開発、発展させるか
について多くのことを学んだのです。実地旅行、現場訪問がプログラムの重要部分でした。
出資者と参加者たちは皆、プログラム期間中、観察し学習したことに大満足でした。

The Mortenson Center for International Library Programs at the University of Illinois
Library at Urbana-Champaign, funded by a grant from the Carnegie Corporation of
New York, visited seven universities and their libraries in Ghana, Nigeria, Tanzania,
and Uganda, as part of the Carnegie Corporation's focus on The Partnership for Higher
Education in Africa. The Partnership supports innovative programs that are revitalizing
the universities and their libraries and equipping the universities to educate future
country leaders and administrators. While everyone recognizes the potential impact of
strong universities and robust libraries on the growth of nations, it also is obvious that
librarians need additional professional development to enable them to manage and
implement sustainable changes. Staff from the Mortenson Center visited the seven
Carnegie grantees to assess the capabilities of their libraries. The review focuses on user
access to information and assesses the resources of the libraries in areas such as
technical infrastructure, delivery of services, ease of access to and strength of
collections and databases, staff development training, bibliographic instruction for users,
understanding of international standards, and related services. New technologies and
their role in libraries are part of the assessment. This assessment will serve as the first
step in evaluating the need for a professional development program for grantees.
ニューヨークのカーネギー財団の寄付金によって、イリノイ大学モーテンソン・センタ
ーは、カーネギー財団の「アフリカにおける高等教育のための協力会議」への協賛の一部
として、ガーナ、ナイジェリア、タンザニアおよびウガンダの７大学とその図書館を訪問
しました。 この会議は、大学とその図書館を再活性化し、将来の国の指導者と行政官を
教育する大学とするという革新的計画を支援するものです。強大な大学と健全な図書館が
国の成長に潜在的な力を発揮することは誰もが認めますが、一方、図書館員の更なるプロ
フェッショナル・ディベロップメントが永続的変化を管理し履行するためには必要である
ことも明らかです。
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モーテンソン・センターからの職員がカーネギー財団からの寄付を受けた 7 つの大学図書
館を訪問し、その将来性を査定しました。調査報告は、利用者の情報への到達容易性（ア
クセス）に焦点をあて、図書館の資源を、技術的インフラストラクチュア、サービスの提
供、蔵書とデータベースの強度とアクセスの容易性、職員の教育トレーニング、利用者へ
の書誌的研修、国際標準の理解、および関連サービスなどの面から査定しました。新技術
とその図書館での役割も査定の一部です。この査定報告は、寄付受給者のためのプロフェ
ッショナル・ディベロップメント・プログラムの必要性を評価する第一段階となるでしょ
う。

In December 2003, we conducted our third international leadership training program.
Working with the Center for Professional Development of Librarians in Central
America at the University of Costa Rica, we presented an International Leadership
Institute in San Jose, Costa Rica for library leaders. Experts addressed the context in
which libraries must operate and then leadership, negotiation, empowerment and the
role of library associations were discussed. With participants from several countries,
there was a rich interchange. The Council on Library and Information Resources
provided some support for the program. In May 2004, we will have a fourth leadership
training program in Guatemala.
2003 年 12 月に、我々は第三次国際リーダーシップ・トレーニング・プログラムを実行
しました。コスタリカ大学の“the Center for Professional Development of Librarians in Central
America”と共同して、図書館管理職のための“International Leadership Institute in San Jose”を
開きました。専門家によって図書館が運営されなければならない状況を説明し、続いてリ
ーダーシップ、交渉、権能の付与、そして図書館協会の役割が、討議されました。数カ国
からの参加者があり、豊富な交流が行われました。The Council on Library and Information
Resources がこのプログラムを支援しています。2004 年 5 月には第 4 次のリーダーシップ・
トレーニング・プログラムをグアテマラで開きます。

From the Council on Library and Information Resources, we received funds to support
an internship aimed at helping other North American libraries develop Mortenson-like
international activities. An intern from the University of Toronto worked with us and
spent time at the Mortenson Center. The intern developed and delivered workshops and
other components of leadership training; assisted with the evaluation of the program;
served as a resource person and mentor for visiting librarians; worked with Mortenson
staff to assess activities; submitted a reflective report about the experience. The intern
went with us to South Africa, where we met with participants in the program. We are
continuing to work with the University of Toronto to develop collaborative international
activities.
The Council on Library and Information Resources からは、他の北米の図書館もモーテンソ
ン・センターのような国際的活動組織を作るように支援する目的の研修制度を作るための
資金供与を受けました。トロント大学からの研修生がモーテンソン・センターで我々と一
緒に働きました。この研修生はワークショップを開いたり種々のリーダーシップ・トレー
ニングを行い、プログラムの評価をして改善しました。また、訪れる図書館員のための案
内役、教育役を勤め、モーテンソン・センターの職員と共に諸活動の評価を行い、その経
験を報告書に書きました。この研修生は我々と南アフリカに同行し、プログラムの参加者
と会議に参加しました。その後も我々はトロント大学と共同で国際的活動を続けています。
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The Overseas Assignment Agreement with the Committee for International Library
Cooperation of the Japan Association of Private University Libraries is another
excellent example of a cooperative program. Last year, we had the first librarian
sponsored by the Japan Association at the Mortenson Center as part of the fall
Associates program. Next year we are very pleased that the second librarian sponsored
by the Japan Association of Private University Libraries will join us.
日本私立大学図書館協会の国際図書館協力委員会との海外派遣研修協定は、もう一つの
優れた協力プログラムです。昨年、この私立大学図書館協会がスポンサーとなった初めて
の日本からの図書館員が、モーテンソン・センターの秋季プログラムに参加しました。次
の年も同協会がスポンサーである二人目の日本からの参加者が来られることになっており、
喜ばしいことです。

Uniqueness of the Mortenson Center Program
モーテンソン・センター・プログラムの独自性

Programs at the Mortenson Center for International Library Programs generally include
librarians from a number of countries and types of libraries and the opportunity to
network with one another, so participants can use each other as resources when
returning home. Discussing and learning with colleagues from a wide range of
geographical settings greatly enriches the professional development experience. A
climate of mutual respect and shared responsibility with opportunities for mentoring,
discussion, practice and personal discovery provides a strong foundation for continuous
learning.
モーテンソン・センターの国際図書館プログラムは多数の国々からの多種類の図書館の
図書館員が参加し、互いに連絡しあう機会となるので、参加者は帰国後にお互いを情報源
として利用し合えるのです。広範囲な地理的条件からの多数の仲間との討論と学習が、プ
ロフェッショナル・ディベロップメントの経験を豊かなものにします。お互いを尊敬しあ
う雰囲気と、教育役、討論、実務経験の機会と個人的啓発で分かち合われた責任感が、継
続的な学習の強い基盤となるのです。

The opportunity to read, listen, observe, and talk with other Mortenson Associates and
with University of Illinois library staff is especially valuable. The combination of
lectures, tours, and hands-on projects is all conducted informally and with lots of
discussion. Participants come to know one another well and feel comfortable speaking
about issues. Participants have time to do their own reading and research, using the
excellent library at the University of Illinois. They can create their own materials to use
when they return to their libraries, and Mortenson Center staff is available to help and
advise with any project.
モーテンソンの仲間およびイリノイ大学図書館の職員とともに読み、聞き、観察し、話
す機会は特に貴重なものです。講義、ツアー、実務訓練計画はすべて形式張らずに、ディ
スカッションをしながら行われます。参加者はお互いを良く知り合うようになり、気楽に
問題を話し合うことが出来ます。参加者はイリノイ大学の優れた図書館を使って、自分の
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読書、研究をする時間もあります。自分の図書館へ戻ってから使える独自の教材を作るこ
ともでき、モーテンソン・センター職員は、どのようなプロジェクトにも協力と助言を惜
しみません。

Mortenson Center programs are designed specifically for the group of Mortenson
Associates and vary based on group composition and interests. There is time for
individual work with Mortenson Associates on particular issues or projects.
Professional values such as access, intellectual freedom, and advocacy are at the core of
the Mortenson program. The issues, that unite us as librarians around the world, are
discussed in both theoretical and practical ways.
モーテンソン・センターのプログラムはモーテンソン参加者のグループに合うように企
画され、グループの構成と関心事に基づいて様々に変更されます。参加者の特殊課題やプ
ロジェクトについて個々の作業のための時間がとれます。専門的価値、つまりアクセス、
知的自由、政策提言などがモーテンソン・プログラムの核心部分です。我々図書館員を世
界的に結ぶ様々な問題点が、理論的また実務的な方法で討議されます。

Visits to a number of libraries and interactions with a wide range of librarians greatly
enrich the program. The variety of backgrounds and contexts makes for rich and
diverse interactions. Mortenson Center programs offer exposure to issues in a global
context. Thinking beyond one’s own culture and country can lead to innovative ideas.
Solutions developed in one part of the world can be adapted for use in other places.
Global contexts can lead to global solutions that help libraries move into the future in
inventive ways. Librarians at the University of Illinois and around the state of Illinois
have learned a great deal from sharing their experiences and interacting with
international librarians at the Mortenson Center. You can learn more about the
Mortenson Center at http://www.library.uiuc.edu/mortenson
多数の図書館を訪問し、広範囲な図書館員との交流はこのプログラムを非常に豊かなも
のにします。参加者の変化に富んだ経歴と背景が、豊富なそして変化に富んだ交流を生み
ます。モーテンソン・センターのプログラムは地球的背景の諸問題を提示してくれるので
す。個人が自己の文化と国を超越して思考することが革新的アイディアに導くのです。世
界の一部分での問題解決が世界のその他の部分に応用されるのです。地球的（規模の）背
景ということが、図書館が創意に富んだ方法で将来に突き進むのを助けるための地球規模
の解決に導くのです。イリノイ大学およびイリノイ州の図書館員はモーテンソン・センタ
ーでの外国の図書館員との国際的な交流で多くのことを学びました。モーテンソン・セン
ターについてはhttp://www.library.uiuc.edu/mortensonで詳しく知ることができます。

Only with strong, well educated staffs can academic libraries be effective partners in
higher education. We thank JASPUL for your support of the Mortenson Center.
Michiyo Takao from Seijo University Library, who spent last fall with us, was a
wonderful addition to our program. We look forward to welcoming Takanori Umezawa
of Chuo University in September and to many years of collaboration with JASPUL.
大学図書館は強固で良く教育された職員によってのみ高等教育の効果的なパートナーた
り得るのです。我々は日本私立大学図書館協会に対してモーテンソン・センターへのご支
持を感謝いたします。昨秋我々とご一緒された成城大学図書館の鷹尾道代さんはこのプロ
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グラムにとって素晴らしい参加者でした。中央大学の梅澤貴典さんが 9 月に来られるのを
歓迎し、また日本私立大学図書館協会との末永い協調関係を楽しみにしています。

- 34 -

