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平成２７年度 関東・甲信越静地区図書館地区別研修開催要項 
 
                                                                       

                                                                      ○C 長野県アルクマ  

                                      

１ 趣 旨  情報化の進展など図書館に関する最新のテーマや地域における課題等について研

修を行い、図書館における中堅の司書としての力量を高めることを目的とする。 

 

２ 主 催  文部科学省 長野県教育委員会 

 

３ 主 管  県立長野図書館 

 

４ 協 力  全国公共図書館協議会 関東地区公共図書館協議会 

公益社団法人日本図書館協会 長野県図書館協会 

 

５ 期 日  平成２７年１０月６日（火）～平成２７年１０月９日（金）〔４日間〕 

 

６ 会 場  

(１)  講義・ワークショップ 

 ①１０月６日（火）・８日（木）・９日（金） 

県立長野図書館３階会議室 （長野市若里１－１－４） 

 ②１０月７日（水） 

    安曇野ちひろ美術館（北安曇郡松川村西原 3358-24） 

    すずの音ホール（北安曇郡松川村板取 84-1） 

  ※２日目（１０/７）のみ会場が異なりますので、ご注意ください。当日は、県立長野図書館

から会場までのバスを用意しますので、利用される方は別紙にてお申し込みください。 

 

(２)  施 設 見 学 

１０月７日（水） 安曇野ちひろ美術館 

 

７ 参加資格 

 (１) 図書館法第２条に規定する図書館に勤務する司書で、勤務経験がおおむね３年以上の者 

若しくは研修テーマに関連する業務に従事している者。 

 (２) 上記（1）と同等の職務を行うと長野県教育委員会が認めた者。 

 

８ 定 員  １００名程度 

 

９ 参加費  無料 

 

10 修了証書 

   研修日程のおおむね４／５以上を受講し、研修成果（研修内容、研修成果を踏まえた業務

の改善提案・活用方法について等）について、研修終了後２週間以内にレポート（1,200字程

度）を提出した者に修了証書を授与する。 
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11 日程・内容 

 テーマ「地域における知の基盤づくり～これからの図書館の可能性～」 

     協働・共創（ＭＬＡ連携・市民協働・社会教育施設連携・学社融合）を軸に 

 

■10月 6日（火） 会場：県立長野図書館３階会議室 

13:00～13:30 受付 

13:30～13:50 開講式・オリエンテーション 

13:50～14:20 文部科学省説明 

14:20～14:30 休憩 

14:30～16:00 

 

 

 

 

基調講演「地域の文化資源を今と未来に活かす」 

 講師：信州大学副学長 同大学附属図書館長 笹本正治 

 大学図書館における文化資源のアーカイブと公開や、地域課題解決のた

め 

の文化資源蓄積と活用の事例を紹介しつつ、文化資源を地域の知の基盤と

し 

て整え、現在と未来の地域課題解決につながる可能性について学ぶ。 

16:00～16:10 休憩 

16:10～17:00 ワークショップ①「地域情報と公共図書館の可能性」 

 ファシリテーター：県立長野図書館長 平賀研也 

 ワールドカフェ形式で、参加者の実践と地域文化資源の活用アイデアを 

共有する。 

 

  

 

■10月 7日（水） 会場：安曇野ちひろ美術館、すずの音ホール（松川村） 

10:00～10:30 受付 

10:30～12:00 

 

施設見学：安曇野ちひろ美術館 

 講師：安曇野ちひろ美術館 副館長 竹迫祐子 

 公共図書館や学校図書館との連携を実践している安曇野ちひろ美術館を 

見学し、連携の核となっている同美術館の資源とその公開のあり方、展開

す 

るプログラム、空間、人材のあり方を学ぶ。 

12:00～13:30 移動、休憩 

13:30～15:00 講義①「美術館と公共図書館、学校図書館等の連携 

          ～松川村のＭＬＡ連携実践例から～」 

 講師：安曇野ちひろ美術館 副館長 竹迫祐子 

    松川村図書館 館長 棟田聖子 

   美術館と公共図書館、学校図書館等の連携について、松川村と安曇野ち

ひろ美術館の連携実践例を含めて学び、ＭＬＡを中核として地域の社会教

育施設が連携する方策について考える。 

15:00～15:10 休憩 

15:10～16:00 ワークショップ②「地域の社会教育施設の連携」 

 ファシリテーター：県立長野図書館長 平賀研也 

 ワールドカフェ形式で、参加者の実践と安曇野ちひろ美術館及び松川村

図 

書館の実践例から、公共図書館と地域の社会教育施設が連携して行えるこ

と 

を議論し共有する。 



3 

 

 

 

 

 

■10月 8日（木） 会場：県立長野図書館３階会議室 

9:30～ 9:45 受付 

9:45～10:45 

 

講義②「デジタル化時代の公共図書館」 

 講師：秋田県立図書館 副館長 山崎博樹 

 秋田県立図書館のデジタルアーカイブ構築の事例紹介も含め、デジタル

ア 

ーカイブや電子書籍の導入が及ぼす公共図書館の変容の可能性について学 

ぶ。 

10:45～11:00 休憩 

11:00～11:30 

 

講義③「箕輪町誌のデジタル化と活用について」 

 講師：箕輪町図書館 副館長 平出広志 

 絶版となっていた地元町誌をデジタルアーカイブ化して、学校の授業等

に活用している箕輪町図書館の取り組みについて学び、地域資料のデジタ

ルアーカイブについて考える。 

11:30～12:00 講義④「信州地域史料アーカイブおよび各地のデジタルアーカイブ事例」 

 講師：TRC-ADEAC株式会社 社長 田山健二 

 長野県内の図書館等に保存されている地域史料をデジタル化し、現代訳、

解説を付けた「信州地域史料アーカイブ」の取り組み事例や、各地のデジ

タルアーカイブを紹介し、図書館や地域での活用の可能性を考える。 

12:00～13:00 休憩 

13:00～13:45 講義⑤「地域アーカイブ活動による公共空間の可能性」 

 講師：株式会社 HUMIコンサルティング 代表取締役 中村佳史 

 地域に存在する様々な情報資源をつなぎ、また新たに協働関係において

情報資源を収集・創造・公開共有する可能性について、連想検索技術のも

たらしたもの、川崎市高津区におけるアーカイブ活動などの事例も織り交

ぜながら紹介し、地域情報のハブとしての公共図書館と地域の情報資源お

よび人々がつながることの可能性とその意味を学ぶ。 

13:45～14:30 講義⑥「キオクをキロクするというアーカイブ」 

 講師：NPO法人 20世紀アーカイブ仙台 副理事長 佐藤正実 

 地域アーカイブの手法をもとに東日本大震災以後の仙台における「キオ

クをキロクする」活動の実際を紹介し、あらたな地域情報資源の在り方、

そこに地域の人々が関わっていく活動の可能性について学ぶ。 

14:30～14:45 休憩 

14:45～15:45 

 

講義⑦「電子出版の進展と図書館の役割」 
 講師：立命館大学文学部 教授 湯浅俊彦 

図書館による公共財としてのデジタル化された出版コンテンツの提供

と、出版社による有償アクセスモデルや電子「公貸権」モデルによるコン

テンツ提供の双方を、読者・利用者のためにいかに両立させていくか、出

版界と図書館界の新たなモデル構築の方向性について学ぶ。 

15:45～15:50 会場準備 

15:50～16:50 

 

パネルディスカッション「地域における知の基盤づくり 

～これからの公共図書館の可能性～」 
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 パネリスト：山崎博樹、湯浅俊彦、平出広志、田山健二、中村佳史、佐

藤 

正実 

 コーディネーター：県立長野図書館長 平賀研也 

 当日登壇した講師が参加し、電子情報と図書館、地域における情報と知

の 

創造のハブとしての図書館の可能性について議論する。 

16:50～17:00 質疑 

■10月 9日（金） 会場：県立長野図書館３階会議室 

9:30～ 9:45 受付 

9:45～11:45 

 

講義⑧・ワークショップ「地域とつながる身近な工夫ー図書館 100連発ー」 

 講師：アカデミック・リソース・ガイド株式会社 代表取締役 岡本真 

 講師より全国の地域とつながる図書館の事例を紹介するとともに、参加

者 

各自がグループに分かれて、自館での身近な工夫やこれからのサービスの

ア 

イデアを共有する。 

11:45～12:00 閉講式   ※終了後、希望者のみ県立長野図書館見学を実施 

 

12 交流会及び弁当について 

  交流会参加及び弁当を希望の方は、参加申込時にお申込みください。 

（１）交流会は、研修 3日目の 10月 8日（木）研修終了後、ＪＲ長野駅周辺の飲食店にて開催いた

します。研修 3 日目、4 日目の講師の先生方が参加されます。講師と直接お話をしたり、参加

者同士の情報交換の場となるよう、大勢の皆様の参加をお待ちしています。（会費は 4,000円程

度を予定しています。） 

 （２）10月 7日（水）は会場周辺に飲食店がないため、昼食の弁当を斡旋します。 

1,000円以内を予定しています。 

 

13 参加申込み 

  当研修の案内ページを開設しています。御参照ください。 

  〈案内ページ〉http://www.library.pref.nagano.jp/h27chikubetukensyu 

 （１）申込方法 

・別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、メールまたはＦＡＸで、下記お問い合わせ先まで

送信してください。  

※「参加申込書」は、上記案内ページからもダウンロードできます。  

 （２）申込期限  平成 27年 9月 15 日（火） 

 

14 お問合せ先  

    県立長野図書館企画協力課（担当：町田） 

      TEL  026-228-4939（企画協力課直通）／ FAX  026-291-6252 

   E-mail naganotoshokan@pref.nagano.lg.jp 
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15 会場案内  

【県立長野図書館】 

 
 

○鉄道を利用して  

・北陸新幹線、JR篠ノ井線、しなの鉄道 「長野駅」下車、東口より徒歩 13分  

○車で来られる場合は 

・長野ＩＣから約 20分、須坂長野東ＩＣから約 20分 

※図書館駐車場は台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関を御利用ください。 

また、10月 8日～9日はホクト文化ホールを会場にした 2,000人規模の会議が開催されるため、

混雑が予想されますので、予めご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホクト文化ホール 
（県民文化会館） 
若里公園 

ホクト文化 
ホール入口 

ホクト文化

ホール西  

洋麺亭 

ホクト文化

ホール東 
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【安曇野ちひろ美術館、すずの音ホール（松川村図書館）】 

 

 

 

安曇野ちひろ美術館 

・ＪＲ大糸線 信濃松川駅から約 2.5km（タクシー約 5分、レンタサイクル約 15分、徒歩約 30分） 

※１ 松本発 9:22→信濃松川着 10:07（電車をご利用の方は、信濃松川駅から安曇野ちひろ美

術館までの送迎バスをご利用ください。（10:15 発））別紙申込書にて事前にお申し込みくださ

い。 

※２ レンタサイクルは、信濃松川駅前で借りることができます。お問い合わせ先：セピア安

曇野・松川村観光協会 TEL. 0261-62-6930 

※３ 徒歩の方はちひろが愛した松川村散策マップをご参照ください。ピンクのラインです。  

・長野自動車道「安曇野」I.C.より大町・白馬方面へ約 30分 

※長野市から参加される方は、県立長野図書館から大型バスをご利用ください。（9：00 出発） 

  別紙申込書にて事前に申し込んでください。 

 

すずの音ホール 

・ＪＲ大糸線 信濃松川駅から徒歩 5分 

 長野道安曇野ＩＣから車で 25分 

 

16 その他  

・事前課題等について 

事前課題やその他連絡事項については、随時、案内ページに掲載いたします。  

 

・宿泊施設については、各自お申し込みください。  

 〈参考〉ながの観光コンベンションビューロー：http://www.nagano-cvb.or.jp 

 ＊10 月 8 日～9 日は県立長野図書館隣のホクト文化ホールを会場とする 2,000 人規模の会議

が開催される予定となっていますので、早めにお申し込みください。 

http://www.chihiro.jp/azumino/shinshu/2.html

