
県立長野図書館

期日・場所 内　　容 講師等 参加者･人

11/11(土)
県立

長野図書館
9:30～11:30

「長野県図書館フォーラム」
　(兼長野県図書館大会公共図書館部会分科会)
1　これからの図書館実現フォーラム
　パネルディスカッション「公共図書館の方向性　～
地域課題に向き合う県民の学びと地域の活性化～
（仮）」

　岡山県瀬戸内市民図書館「もみわ広場」館長
                                                嶋田　学  氏
   岩手県紫波町図書館主任司書　   手塚　美希　氏
   千葉県浦安市立図書館司書　　　鈴木　均　氏
　県立長野図書館長　　               平賀　研也

期日・場所 内　　容 講師等 参加者･人

7/1(土)
まちなかキャ
ンパスうえだ
14:00～16:30

デジタルアーキビスト養成講座　未来の信州学
「みんなでつくる『信州デジタルコモンズ』」

第１回「信州学ビフォーアフター」

　長野大学企業情報学部教授　　 前川　道博　氏
　長野大学環境ﾂｰﾘｽﾞﾑ学部教授　市川　正夫　氏

20

7/17(月･祝)
まちなかキャ
ンパスうえだ
14:00～16:30

デジタルアーキビスト養成講座　未来の信州学
「みんなでつくる『信州デジタルコモンズ』」

第２回「知識基盤施設のビフォーアフター」

　信濃史学会会長　　　　小松　芳郎　氏
　県立長野図書館長　　　平賀　研也

8/5(土)
まちなかキャ
ンパスうえだ
10:00～17:00

デジタルアーキビスト養成講座　未来の信州学
「みんなでつくる『信州デジタルコモンズ』」

第３回「アーカイブづくり実践講座１」

　長野大学企業情報学部教授　　　前川　道博　氏
　長野大学環境ﾂｰﾘｽﾞﾑ学部教授　  市川　正夫　氏
　上田高等学校司書　　　　　　　朝倉　久美　氏

9/10(日)
まちなかキャ
ンパスうえだ
10:00～17:00

デジタルアーキビスト養成講座　未来の信州学
「みんなでつくる『信州デジタルコモンズ』」

第４回「アーカイブづくり実践講座２」

　長野大学企業情報学部教授　　　前川　道博　氏
　長野大学環境ﾂｰﾘｽﾞﾑ学部教授　  市川　正夫　氏
　カンプロ　　　　　　　　　　　中村完二郎　氏

9/18(月･祝)
まちなかキャ
ンパスうえだ
14:00～16:30

デジタルアーキビスト養成講座　未来の信州学
「みんなでつくる『信州デジタルコモンズ』」

第５回「アーカイブづくりのＱ＆Ａ」

　岐阜女子大学教授　　　　　　　久世　均　　氏
　長野大学企業情報学部教授　　　前川　道博　氏
　長野大学環境ﾂｰﾘｽﾞﾑ学部教授　  市川　正夫　氏

信州大学
附属図書館

「信州　知の連携フォーラムⅡ」
　～信州の地域資源と学びの支援～

　　前回から具体的課題を堀り下げた
　　第２弾企画

　信州大学附属図書館長    　    渡邊　匡一　氏
　長野県信濃美術館長　　        橋本   光明   氏
　信濃美術館新館長予定　　 　 松本　透　   氏
　県立歴史館長　　　　　  　   笹本   正治   氏
　県立長野図書館長　　　　     平賀   研也

未定 「信州学」に取り組む学校との連携
   株式会社HUMIコンサルティング代表取締役
　　                             中村　佳史　氏　ほか

29図書館改革事業　②「人」の変革

信州発「これからの図書館フォーラム」～平成2９年度県立長野図書館研修事業～

１　これからの図書館実現フォーラム

２　かわる図書館スキルアップ研修（ひらめく・つなぐ・みちびく）



期日・場所 内　　容 講師等 参加者･人

11/11(土)
県立長野図書

館ほか
9:30～11:30

「長野県図書館フォーラム」
　(兼長野県図書館大会公募型分科会)
1　「図書館実験室　りぶらぼ！」
　　～図書館を遊びつくすためのスキルアップ講座～

　立教大学文学部非常勤講師　中山美由紀　氏
　飯田市立川路小学校司書　　宮澤　優子　氏
　上田高等学校司書　　　　　朝倉　久美　氏

11/11(土)
県立長野図書

館ほか
9:30～11:30

「長野県図書館フォーラム」
　(兼長野県図書館大会公募型分科会)
２　利用統計を活かした蔵書構成と管理を考える

　市立小諸図書館司書　　大林　晃美　氏

11/11(土)
県立長野図書

館ほか
9:30～11:30

「長野県図書館フォーラム」
　(兼長野県図書館大会公募型分科会)
３　授業に役立つパスファインダー「学校図書館・
　　しらべ方案内」（探究ナビ）の作成・活用

　松本大学非常勤講師　　　　　篠原由美子　氏
　元小諸市学校司書　　　　　　望月美江子　氏
　長野市立篠ノ井西小学校司書　由井　尚美　氏
　アネックスインフォメーション㈱　甲田　徹氏

未定
県立長野図書

館ほか
数回

「図書館の情報基盤」研究会
　図書館情報システム、デジタルアーカイブ、学校
　支援、ＭＬＡ連携等のテーマ別ワークショップ

　株式会社カーリル代表取締役　吉本　龍司　氏
　大日本印刷株式会社hontoビジネス本部
　　　　　　　　　　　　　花田　一郎　氏ほか

8/29(火)
林業総合

センターほか

「Wikipedia LIB＠信州　#02」
　信州の図書館を世界の人に知ってもらおう！

　ウィキペディア日本語版管理人　日下　九八  氏
   ウィキペディアン　         Asturio  Cantabrio　氏
　ウィキペディアン　　　海獺　 氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

期日・場所 内　　容 講師等 参加者･人

5/17(水)
県立

長野図書館
10:00～16:45

「公共図書館職員初任者研修（講義）」
　県立長野図書館館長　平賀研也
　県立長野図書館司書

76

5/24(水)
安曇野市役所
10:30～15:30

長野県公共図書館館長会議
１　公共部会総会
２　パネラー及び参加者との意見交換会
     「人材育成と管理運営について」

　松本大学附属図書館長　　　　 伊東  直登　氏
　坂城町立図書館長　　　　　　 鈴木　康之  氏
　㈱図書館流通センター部長　　 松倉　陽平  氏
　県立長野図書館長　　　　　　 平賀　研也

51

6/13(火）
県立

長野図書館
「公共図書館職員初任者研修（レファレンス実習）」 　県立長野図書館司書 31

6/22(木)
下諏訪町立

図書館
「公共図書館職員初任者研修（レファレンス実習）」 　県立長野図書館司書 24

7/24(火)
松本市中央

図書館
松本市学校図書館司書研修 　県立長野図書館司書

県立
長野図書館

製本修理講習会
－基礎から修復する知識と技術

　県立長野図書館司書

6/29(火)
上田情報

ライブラリー
18:00～20:00

地域経済分析システム（RESAS）研修会
①自治体のまち・人・仕事と創生を考える
②RESASを使って調べる

　信州大学繊維学部特任教授　岡田　基幸　氏
　長野県短期大学非常勤講師　西入　幸代　氏

16

【参考】図書館改革事業以外の研修事業

☆　階層別及び技能別に実施する研修事業（長野県図書館協会専門研修を含む）

３　つながる図書館ワークショップ（小諸・上田・塩尻・飯田）



9/9(土）
塩尻市立
図書館

14:00～16:00

ＷＥＢ情報検索研修会 　法政大学教授   梅澤　貴典　氏

9/22(金)
県立

長野図書館
14:00～17:15

関東地区都県立図書館長会議

　県立長野図書館当番県
　関東甲信越静地区都県立図書館長による
　共通課題等についての協議

　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　氏

10月
市立

岡谷図書館

国立国会図書館派遣研修会
「国立国会図書館を使いこなす」

　国立国会図書館職員

10/5(木）
上田情報

ライブラリー
13:30～16:10

信州地域史料アーカイブの活用とデジタル化
人材養成講座

　TRC-ADEAC株式会社社長　  田山　健二　氏
　長野県図書館等協働機構理事長　宮下　明彦　氏

11/16(木)
上田情報

ライブラリー
13:30～16:10

信州地域史料アーカイブの活用とデジタル化
人材養成講座

　長野県短期大学非常勤講師　西入　幸代　氏

12/7(木)
上田情報

ライブラリー
13:30～16:10

信州地域史料アーカイブの活用とデジタル化
人材養成講座

　上田市マルチメディア情報センター
　　　　　　　　　　　　　　　　井戸　芳之　氏
　長野県図書館等協働機構理事長　宮下　明彦　氏

期日・場所 内　　容 講師等 参加者･人

7/28(金）
中野市

豊田支所
13:00～15:00

(長野県政出前講座･中高公立小中学校事務研究会)
　　　　　「知ること」をもっと楽しく
　　　　　　―図書館の新しい使い方―

　県立長野図書館長
　　　　〃　　　　司書

9/30(土）
県立

長野図書館
13:00～16:00

絵本学入門
～絵本はどうやって作られているのか？～
字のない絵本に文を入れるワークショップも行います

　読書アドバイザー　小林　いせ子氏

未定 著作権講習会（講義及びワークショップ） 　国立国会図書館関西館　南　亮一  氏

県立
長野図書館

バリアフリー(障害者）サービス研修会 　特別支援学校教員など

未定 子ども読書推進企画

☆図書館関係者や一般を対象として実施する実務研修事業


