
（４）　会議等出席状況

います。

開催日 会議名 会場
出席
人数

平成30年
　４月６日(金)

神奈川県公共図書館館長会議 神奈川県立図書館 ２

　４月６日(金) 神奈川県立図書館協力事業実務担当者会議 神奈川県立図書館 ２

　４月18日(水) 三浦半島地区図書館連絡会 鎌倉市中央図書館 ２

　４月26日(木) 神奈川県図書館協会総会 神奈川県立図書館 １

　５月17日(木) 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会総会 神奈川県立公文書館 １

　５月18日(金) 神奈川県図書館協会　第１回研修委員会 神奈川県立図書館 １

　５月25日(金) 公共図書館逐次刊行物実務担当者会議 神奈川県立図書館 １

　６月11日(月) 第１回神奈川県子ども読書活動推進会議 神奈川県教育委員会 １

　６月20日(水)
神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会
第１回理事会

神奈川県立公文書館 １

　７月18日(水) 湘南地区図書館連絡会 鎌倉市中央図書館 ２

　９月26日(水)
神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会
第２回研究会

神奈川県立公文書館 ２

　10月３日(水)
神奈川県図書館協会
第１回障害者サービス担当者会

神奈川県ライトセンター １

　11月16日(金) 第２回神奈川県子ども読書活動推進会議 神奈川県立図書館 １

平成31年
　１月23日(水)

三浦半島地区図書館連絡会 横須賀市立中央図書館 ２

　１月29日(火) 湘南地区図書館連絡会 平塚市中央図書館 ２

　２月６日(水)
神奈川県図書館協会
第２回障害者サービス担当者会

神奈川県ライトセンター １

　２月14日(木) 第３回神奈川県子ども読書活動推進会議 横浜市港湾労働会館 １

　３月５日(火) 神奈川県図書館協会　第２回研修委員会 神奈川県立図書館 １

　３月12日(火)
神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会
第２回理事会

神奈川県立公文書館 １

計 26

　　　鎌倉市以外の図書館とも協力して図書館運営を進めるため、神奈川県立図書館や神奈川県

　　図書館協会を中心に会議等に委員として出席しています。

　　　また、近隣の図書館とは、湘南地区図書館連絡会を定期的に開催し、関係の強化に努めて
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開催日 題　　目 会　　場
出席
人数

平成30年
　６月20日(水)

市町村図書館等職員研修（基礎）１日目 神奈川県立図書館 ３

　６月26日(火)
神奈川県図書館協会第１回研修会
「神奈川県立川崎図書館見学」

神奈川県立川崎図書館 １

　６月27日(水)
第14回レファレンス協同データベース
　事業担当者研修会

国立国会図書館 １

　７月５日(木) 市町村図書館等職員研修（基礎）２日目 神奈川県立図書館 ２

　７月20日(金)
神奈川県図書館協会第2回研修会
「国立国会図書館本館見学」

国立国会図書館 １

　８月１日(水) 平成30年度特別支援教育支援員研修講座 横浜市本町小学校 １

　８月８日(水)
平成30年度生涯学習指導者研修
「読書活動実践コース」第２回

藤沢市役所３階会議室 ３

　８月17日(金)
平成30年度生涯学習指導者研修
「読書活動実践コース」第３回

神奈川県高相合同庁舎 １

第104回全国図書館大会　東京大会
　第10分科会「図書館の自由」

１
(担当１)

　第１分科会
　「公共図書館の使命・役割を見つめ直す」

１

　第７分科会
 「児童サービスの基本―魅力的な書架を作る」

１
(担当１)

　10月24日(水)
市町村図書館等職員研修
　専門研修（レファレンス）

神奈川県立図書館 1

　11月１日(木)
神奈川県図書館協会研修会
（神図協９０周年記念事業）
「あのころの映像が地域を映し出す」

パシフィコ横浜
（図書館総合展）

１
(担当１)

　11月12日(月) 図書館基礎講座 in 首都圏
関東学院大学
金沢文庫キャンパス

１
(担当１)

　11月13日(火) 統計概論（データ･リサーチリテラシー）研修
神奈川県市町村振興協会
市町村研修センター

１

　11月27日(火)
　　～28日(水)

平成30年度関東・甲信越静地区
　図書館地区別研修

東京都立中央図書館 １

　11月20日(火)
　　～22日(木)

平成30年度アーカイブ保存修復研修 国立女性教育会館 １

　11月30日(金)
神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会
第２回研修会

日本図書館協会 １

　12月４日(火)
2018年度中堅職員ステップアップ研修(1)
「図書館の自由」

日本図書館協会
１

(担当１)

　12月8日(土)
神奈川県子ども読書活動推進フォーラム
「絵本は愛の体験です」

神奈川近代文学館 ２

　12月12日(水)
市町村図書館等職員研修
　専門研修（図書館経営）

神奈川県立図書館 １

　　　参加しました。

　10月20日(土)
国立オリンピック記念
青少年総合センター

（５）　職員研修参加状況

　　①　神奈川県図書館協会等主催研修　

　　　　図書館員として専門性を深めるため、県立図書館や県図書館協会等が主催する研修会に
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　12月19日(水)
神奈川県図書館協会第６・７回研修会
「施設見学　相模女子大学附属図書館」
「司書課程・図書館・地域社会との連携について」

相模女子大学
１

(担当１)

平成31年
　１月22日(火)
　　～25日(金)

第16回日本古典籍講習会
国文学研究資料館
国立国会図書館

１

　１月24日(木)
市町村図書館等職員研修
　専門研修（地域資料）

神奈川県立公文書館 １

　１月31日(木)
神奈川県図書館協会第９回研修会
「だれにでもやさしく読める図書館利用案内を
　作る」

神奈川県立図書館 １

　２月13日(水)
神奈川県図書館協会第10回研修会
「あなたの知らない図書館サービスと法の関係
　～著作権法を中心に」

神奈川県立公文書館 １

　２月19日(火)
神奈川県図書館協会第11回研修会
「ビブリオバトルを体験してみよう」

神奈川県立図書館
２

(担当１)

計 34

②　研修等への講師派遣

実施日 題目 会場
派遣
人数

平成30年
　10月20日(土)

第104回全国図書館大会　第19・20分科会
「鎌倉市図書館における街の専門家との連携事業に
　ついて」

国立オリンピック記念
青少年総合センター

１

平成31年
　３月５日(火)

児童図書館員交流会
「子どもと図書館 今、世界は
　－各国の取組から」

日本図書館協会 １

計 ２

実施日 題目 講　師　等
出席
人数

平成30年
　４月９日(月)

第１回図書館職場研修（運用など） 図書館職員 59

平成31年
　１月28日(月)

第２回図書館職場研修
（運用・レファレンスなど）

図書館職員 61

計 120

　③　市職場研修

　　　図書館員として専門性を深めるため、職員および図書館業務嘱託員に対して研修を行い

　　ました。
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