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●図書館総合展 2017 フォーラム：配付資料

２０１７年１１月 7 日(火)

■会場： パシフィコ横浜フォーラム第9会場(E-204) （神奈川県横浜市）
■主催： ㈱ハコヤ ＋ 図書館サービス計画研究所（協力）
■時間： 15:30 - 17:00（90分）

図書館のサイン計画はなぜ失敗するのか
～良い例・悪い例のVR脳内体験会～
（スライド文字増補版）

概要
「トイレはどこですか？」という質問が多い図書館、ありませんか。聞かれる図書館員は忙しい中でいちいち
場所を答えるのも大変です。聞く側の利用者も気分のよいものではありません。
「どこですか質問」の頻発は、図書館員と利用者の時間と労力を奪い、利用者の満足度を低下させます。本
来のサービスに投入できるはずのエネルギーが浪費されるのはなんとももったいないことです。
図書館のサイン計画はなぜ失敗するのでしょうか。理由は単純です。建物と施設・設備の施工の前の設計
段階で動線とサインのチェックが甘いからです。しかし、図面を見るだけで現場の様子をリアルにイメージで
きる人はそうはいません。どうしても開館後に様々な「どこですか質問」が頻発して初めてサインの不備が明ら
かになる。ところがオリジナルデザインのサインは高額でそう簡単に差し替えられない。現場ではやむなく文
書作成ソフトで自作した紙のサインが増えていき、館内全体の統一感が失われ、乱雑化の一途をたどるのが
常です。
では、どうしたらこうした事態を防げるのか。答えは、施工前にきっちりチェックすることしかありません。その
方法として、最近注目を浴びている「VR」（バーチャルリアリティー：仮想現実）を取り上げます。館内の様子を
PC 画面上に再現した環境の中にゴーグルを装着して入り込み自由に歩き回りながら、サインの良い例・悪
い例を見て目的の場所にたどり着けるかどうかを脳内で体験していただきます。
フォーラム会場では講演のあとスクリーン上で映像をお見せし、展示ブース（６２番）ではおひとりずつ VR
を体験していただけます。この機会に VR 脳内体験会においでくださいませ。
＜目次＞――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第１部 講演
第２部 VR 実演
【０】はじめに
【１】サイン以前の問題群
第３部 VR 体験会
【２】サイン計画入門
付録
【３】教訓と課題
■１：参考文献
■２：講師紹介： 著書・論文・講演
＊著書ご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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挨拶

第１部 講演
仁上幸治（図書館サービス計画研究所 代表）
内容目次
【０】はじめに
【１】サイン以前の問題群
【２】サイン計画入門
【３】結論
■付録１：参考文献
■付録２：講師紹介： 著書・論文・講演
●自己紹介
仁上幸治 (にかみ・こうじ)
図書館サービス計画研究所(トサケン)代表
元・帝京大学 総合教育センター 准教授
元・早稲田大学図書館司書
非常勤講師（法政大学、亜細亜大学、東京家政大
学、桜美林大学、和光大学、玉川大学、八洲学園
大学課外講座）
クサガメを室内放し飼い
●最近の講演 2017
サイン計画
街のサイン路上観察セミナー
5.05(金)-in 岡山（岡山県岡山市）
http://tosaken-hiro.la.coocan.jp/event2-3.html
5.07(金)-in 福山（広島県福山市）
http://tosaken-hiro.la.coocan.jp/event2-2.html
5.20(土)-in 広島（広島県広島市）
http://tosaken-hiro.la.coocan.jp/event2-4.html
PR とブランディング
6.27(火)-岐阜市立図書館司書研修「図書館員の
ための PR 実践講座～逆風の中で味方を増やすコ
ツ～」みんなの森ぎふメディアコスモス（岐阜県岐阜
市）
見学
10.16(月)-富山市立図書館、舟橋村立図書館
本日、講演通算 263 本目
今日のテーマ
図書館のサイン計画はなぜ失敗するのか
～良い例・悪い例の VR 脳内体験会～
「サイン」とは
一般に，ある環境の中で，人が必要とするところや
ものへ導いたり，あるものの存在についての情報を
知らせたりするための，建物に固定された視覚的媒
体のひとつ

サインの２つの機能
誘導案内
印象づけ
2016 年 1 月 14 日 新宿駅、脱迷宮への道
朝日新聞デジタル>記事
新宿駅、脱迷宮への道 案内表示バラバラ、統一
へ都が音頭
2016 年 1 月 14 日 16 時 30 分
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12159168.html?rm=150

実例
・なぜ小さくて目立たないのか？
・なぜケースからはみ出すのか？
・なぜ追加の手書きが増えるのか？
・なぜわかりにくいのか？
理論
・設計はどんな理論に基づいているのか？
・関連する理論を踏まえているか？
・どんな原則があるのか？
意思決定
・デザインは誰がどう決めているのか？
・現場の感覚はなぜ信頼されないのか？
評価
・設置後に使い勝手はチェックされているか？
・フィードバックで改善されているか？
・評価は設計者・依頼者の評価につながっている
か？
【１】サイン以前の問題群
1)図書館は図書の館？
2)図書館は読書人のもの？
3)図書館では禁止が当然？
4)図書館建築は建築家まかせ？
新国立競技場
ザハ第一案
ザハ第二案
白紙撤回
やりなおし
A 案 隈研吾氏
B 案 伊東豊雄氏
大失敗
某区立図書館
情報ボード
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雑然
どうすればいいのか？
事例から教訓を学ぶ
成功の鍵
失敗の落とし穴
【２】サイン計画入門
「どこですか？」質問の問題点
お互いに気分が悪い
時間と労力の無駄
満足度の低下
視点
利用者を目的地へ誘導・案内する機能
利用者迷子化の原因を解明
原因
1)建築物の問題
2)基礎理論
3)成功の条件
4)失敗の事例
基礎理論
・仁上幸治『図書館員のための PR 実践講座―味方
づくり戦略入門―』樹村房（2014 年 10 月 30 日刊
行）判型：A5 判、120p、価格：1,500 円（税別）、
ISBN：978-4-88367-239-4
http://www.jusonbo.co.jp/books/126_index_detail.php

-----------------------------------12 サインは「おもてなし」の入口 誘導と説明の中でよいイ
メージを伝える
13 掲示にもルールがある 雑然・難解から整然・明解へ

-----------------------------------「サイン」の現状
案内板や掲示板の類という狭いイメージ
新館建設や改造時に意識されるだけ
普段は特に見直されない
設計者と建設業者任せ
開館後に不備発覚
高額なので修理不能
放置（応答地獄）
紙追加で乱雑化の一途
図書館界の弱点
デザイン統合の視点が弱すぎ
媒体別の業務分担
前任者・管理者への遠慮
直営・委託問題
正規・非正規問題
見直しのポイント
(1)デザイン意識を持つ

・デザイン不統一解消
・筆書き・ワープロ拡大文字廃止
・禁止だらけ：「静粛」「飲食厳禁」
(2)誘導機能を完備させる
・トイレの場所が誰にでもすぐわかるように
・デザインと設置位置の工夫
・必要十分な数量
(3)表現を工夫する
・「出口ではありません」「No Exit」
・ネガティブな回りくどい表現をやめる
・肯定的な表現に変える
(4)個人の好みよりも技術標準で
字の大きさ
設置する高さ
場所
色彩 など
建築設計資料集成 10-サイン
『建築設計資料集成, 10: 技術』丸善,1983, p119140.
高さの基準例と設置方法
グリッドシステムによる表示面の割付展開例
表示面における文字の割付例
(5)全館の媒体を総合的に考える
・屋外看板から図書ラベルまで
・名刺・名札・封筒・服装なども
・イメージ戦略の一環として
・図書館利用教育の視点も
・中西元男『コーポレート・アイデンティティ戦略―
デ ザ イ ン が 企 業 経 営 を変 え る 』 誠 文 堂 新 光 社 ,
2010.4.
CIS（VIS）Tree
教訓と課題
全媒体の総合的なシステムとして企画
維持・管理・更新していく組織体制も
【３】結論
失敗を防ぐには
答え
施工前のチェックが大事
「VR」（バーチャルリアリティー：仮想現実）が有効

予告編
（１）図書館総合展 2017
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図書館総合展 2017＠パシフィコ横浜
トサケン主催・仁上登壇予定
初日 11.07(火)
11:45-12:30 「図書館員の企画広報力を問う─次
の 10 年に求められる専門能力要件─」
https://www.libraryfair.jp/news/6651
13:00-14:30 「イベント実践講座」
https://www.libraryfair.jp/forum/2017/5877
15:30-16:00 「サイン計画実践講座 VR 体験」
https://www.libraryfair.jp/forum/2017/5896
第三日 11.09(木)
10:00-11:30 「スタイリングセミナー」
https://www.libraryfair.jp/forum/2017/5930
（２）トサケンセミナー（新宿）
新宿コズミックセンター小会議室（東京都新宿区)
15:40～18:40
2017
11.25(土)-「図書館のサイン計画はなぜ失敗するの
か－良い例・悪い例の VR 脳内体験会－」（図書館
総合展フォーラム[11/7]の再演＋体験会）
12.09(土)-図書館パートナーズ共催読書会「（テー
マ未定）」
12.23(土)-「司書資格って何なの？-通信課程で学
ぶ意味-（未定）」＊仁上授業修了生勉強会＋トサ
ケン拡大忘年会＠新宿（会場未定）
2018
01.20(土)「（テーマ未定）」
■付録１：参考文献
■付録２：講師紹介： 著書・論文・講演

■付録１．参考文献

＊質疑応答
★オマケ
仁上新刊のご案内
『図書館員のための PR 実践講座―味方づくり戦略
入門―』樹村房, 2014.10.30.
初版完売御礼！好評第三刷出来！m(__)m
講演会で即売サイン会
定価 17.20 円（税込）のところ著者割引原価 1300 円
（税込）
ワカメのイラスト入り！
おみやげ（ALA ブックマーク）
http://www.alastore.ala.org/alagraphics/
http://www.alastore.ala.org/pdf/ALA_Graphics_Catalog.pdf

アンケート回答と引き換え（笑）
登壇者・参加者・運営協力者のみなさま
ありがとうございました。m(__)m
第２部 VR 実演
山下浩司（ハコヤ hacoya）
http://hacoya.info/
第３部 VR 体験会

――――――――――――――――――――――

●図書館利用教育ガイドライン
・日本図書館協会利用教育委員会編 『図書館利
用支援ガイドライン―図書館における情報リテラシ
ー支援サービスのために（合冊版）』日本図書館協
会, 2001.8, 81p：\1500
・日本図書館協会図書館利用教育委員会編『図書
館利用教育ハンドブック（大学図書館版）』日本図
書館協会, 2003.3.
・日本図書館協会図書館利用教育委員会編『情報
リテラシー教育の実践－すべての図書館で利用教
育を－』（JLA 図書館実践シリーズ; 14）日本図書館
協会, 2010.3
・日本図書館協会図書館利用教育委員会『問いを
つくるスパイラル―考えることから探究学習をはじめ
よう! 』 日本図書館協会, 2011.9.
●CI とブランディング
・ケビン・レーン・ケラー（恩蔵直人・亀井昭宏訳）．
戦略的ブランド・マネジメント．第 3 版．東急エージ
ェンシー出版部．2010．
・菅谷明子『未来をつくる図書館：ニューヨークから
の報告』岩波書店, 2003（岩波新書 新赤版 837）.
735 円
・中西元男『コーポレート・アイデンティティ戦略―
デ ザ イ ン が 企 業 経 営 を変 え る 』 誠 文 堂 新 光 社 ,
2010.4.

・仁上幸治「図書館の魅力は細部に宿る－「ちょっ
とした工夫」を超えるブランド戦略－」『ほすぴたる
らいぶらりあん』37.(1), 2011.3, pp.8-14.
●サイン計画
・ドロシー・ポレット,ピーター・C.ハスキル編;木原祐
輔,大橋紀子訳『図書館のサイン計画 : 理論と実
際』東京 : 木原正三堂, 1981.9
・ 『 建 築 設 計 資 料 集 成 , 10: 技 術 』 丸 善 ,1983,
p119-140.
・高橋昇・仲谷由香理・仁上幸治共著「新図書館と
サインシステム計画－ＵＩによるデザイン統合システ
ムの開発をめざして－」『早稲田大学図書館紀要』
no.27,1987.3,pp.58-90.
・植松貞夫「大学図書館の建築と設備」1997
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tojo/archive/Choken
/1997/choken1_8.html
●サイン計画（商品カタログ）
・日本ファイリング：サインシステム
http://www.nipponfiling.co.jp/products/lineup_2/signature/i
ndex.html
・【彩ふく】図書館用品専門店
http://www.saifuku.com/
http://www.saifuku.com/shop/v-muryo.html
http://www.saifuku.com/shop/v-catalog.html
・ブッカー
http://www.booker.co.jp/rightpage.htm
■ACTUAL RESULT：http://www.booker.co.jp/aa.htm
・伊藤伊新社,図書館用品総合カタログ(インターネット版)
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http://www.itin.jp/estimate/
サイン：http://www.itin.jp/estimate/index3.html
・金剛
http://www.kongo-corp.co.jp/08senmon/library.html
・株式会社オプト
http://www.t-v.jp/opto_shop/index.html
図書館サイン 図書館サインシステム 施設案内 資料案内

■付録２．講師紹介

マグネットシート 館内サイン 館内 ...
http://www.t-v.jp/opto_shop/item.cgi
・株式会社スパジオ・シブタケ
http://www.shibutake.com/sigin/tosyokan.html
・株式会社 アートプロデュース
http://www.art-produce.co.jp/index.html
http://www.art-produce.co.jp/shop/index.php

―――――――――――――――――――――

◎仁上幸治 (にかみ・こうじ)：図書館サービス計画研究所 代表／元・帝京大学総合教育センター准教授／
元・早稲田大学図書館司書／非常勤講師歴（法政大学・亜細亜大学・東京家政大学・桜美林大学、2015 年
度から和光大学・玉川大学、2016 年、八洲学園大学課外講座）
著書：『図書館員のための PR 実践講座―味方づくり戦略入門―』樹村房, 2014.10.30.★
電子メール： nikamikoji@yahoo.co.jp
ホームページ： http://sites.google.com/site/nikamik23/
図書館サービス計画研究所（略称トサケン）：https://sites.google.com/site/tosaken23/
◎教材開発: ライブラリービデオシリーズ『情報の達人』全３巻(DVD）, 紀伊國屋書店,2007.2.
[『情報の達人』ホームページ]： https://www.kinokuniya.co.jp/01f/tatsujin/

◎著書
・日本図書館協会図書館利用教育委員会編 『図
書館利用教育ガイドライン―図書館における情報リ
テラシー支援サービスのために（合冊版）』日本図
書館協会,2001.8, 81p：\1500
・私立大学図書館協会東地区部会研究部企画広
報研究分科会 『図書館広報実践ハンドブック－広
報戦略の全面展開をめざして－』日本図書館協会
発売,2002.9 303p, \2381
・戸田光昭[他]共著『改訂 専門資料論』樹村
房,2002.10（新図書館学シリーズ第 8 巻）,\1900
・日本図書館協会図書館利用教育委員会編『図書
館利用教育ハンドブック（大学図書館版）』日本図
書館協会,2003.3
・三浦逸雄，野末俊比古（共編著）『専門資料論』新
訂版, 日本図書館協会, 2010.3 (菅野育子，高橋
昇, 仁上幸治共著)（ＪＬＡ図書館情報学テキストシリ
ーズ, Ⅱ-8 ）
・大学導入教育研究会編『よくわかるライフデザイン
入門－大学生のための必須学習術－』第二版, 古
今書院, 2011.2.10. 120p.\1900.
・日本図書館協会図書館利用教育委員会編『情報
リテラシー教育の実践－すべての図書館で利用教
育を－』（JLA 図書館実践シリーズ; 14）日本図書
館協会, 2010.3
・仁上幸治『図書館員のための PR 実践講座―味
方づくり戦略入門―』樹村房（2014 年 10 月 30 日
刊行）★
◎最近の論文（抜粋）＊多くは著者ホームページで
全文公開
・[研究文献レビュー]「図書館の「広報」は進化して
いるか？―説明責任と自己アピールの時代に求め
られる理論と実践―」『カレントアウェアネス』
No.305, 2010.9, pp.17.-24 [CA1728] HTML 版：
http://current.ndl.go.jp/ca1728
・「情報リテラシー底上げ奮戦記－自習時間ほぼゼ
ロ学生のための論文・プレゼン指導－」『帝京大学
総合教育センター論集』(2), 2011.3, pp.83-105.
・「マルチメディアのフル活用による双方向授業の
試み－スライドショー,映像教材,ファイル配布・提

出,アンケートの各システムを使い切る－」『帝京大
学情報処理センター年報』(13), 2011.3.31, pp.7791.(実刊行日：2011.7.25)
・「学校図書館のブランディング戦略－評価される
ためにギリギリまで工夫を！－」『学図研ニュース』
№327. 2013.4.1, pp.2-7.
・「図書館長のための自分ブランディング講座－内
外に味方を増やすキャラクターの作り方－」全国公
共図書館協議会研究集会講演録（2013.07..28-東
京都立中央図書館）
・「情報リテラシー教育を担う小中学校教員をいか
に養成するか－教職志望学生の徹底改造を目指
す司書教諭科目からの提言－」『帝京大学総合教
育センター論集』(5), 2013, 2014.3, pp.7.9-93.
・「忙しい図書館員のための PC 使い倒し「超」実用
講座－省力効果絶大な便利技をマスターしよう！
－」『短期大学図書館研究』33, 2014.3, pp.107122.（CD-ROM 版あり）（2013.08.23-24-九州地区
私立短期大学図書館協議会研修会／精華女子短
期大学)
・「情報メディアは作ってみればわかる－メディアリ
テラシー指導のプロ教師を育てる授業の工夫－」
『帝京大学情報処理センター年報』(17.), 2013,
2014.3.31(7.27.刊行), pp.95-109.
・「驚くほど学生が集まる図書館演出術－少人数職
場だからこそ今すぐできる即効アイデア－」『私立大
学図書館協会 中国･四国地区研究会報告書』第
44 回（2014 年）, pp.4-78.
・「指導場面での演出力はこれでいいか －教える
側の情報リテラシーを問い直す－」『館灯』53 号,
47-7.5, 2015-03-31
・「生き残りたい図書館員は味方を増やす－情報リ
テラシー教育への直接貢献を核とするブランディン
グ戦略－」『北海道地区大学図書館職員研究集会
記録 第 58 回』北海道地区大学図書館職員研究
集会企画委員会編, 北海道地区大学図書館協議
会, 2017..4, pp.3-7.2.[講演：2015.08.07, 小樽商
科大学（北海道小樽市）]
★最新刊
・仁上幸治「通信教育における図書館司書課程カリ
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キュラムの問題点と改善案―情報サービス演習科
目受講生の声にもとづく授業改善に向けて―」『論
叢; 玉川大学教育学部紀要』2015, 2016.3,
pp.171-194. [リポジトリ書誌データ] [全文ダウンロ
ード] （2016.3.31 刊行、6.29 リポジトリ公開）
http://libds.tamagawa.ac.jp/dspace/handle/11078/367

・仁上幸治「専門資格は情報リテラシーの質を保証
できるか―司書課程科目「情報サービス論」受講生
の読み書き話す能力に見る大学基礎教養教育の
課題―」『和光大学表現学部紀要』17(2016),
2017.3, pp.63-84.（リポジトリ公開 6 月）
http://id.nii.ac.jp/1073/00004139/
◎最近の講演
2017 年
01) 2017.01.24(火)-仙台市図書館 職員研修「サー
ビス改善は発想の転換から－組織と自分の中の壁
を取り払うレファレンス」仙台市民図書館（せんだい
メディアテーク）2F スタッフ会議室（宮城県仙台市）
02) 2017.01.25(水)-「仁上さんを仙台で迎える会」
新春図書館アレコレ座談会 バースデイカフェ東北
学院大学店（ホーイ記念館 1 階）（宮城県仙台市）
03) 2017.01.27（金)-豊中市立図書館・豊中図書館
の未来を考える会主催 豊中市立図書館職員研修
「図書館 PR 実践講座－豊中市立図書館職員のた
めの味方づくり戦略入門－」豊中市立岡町図書館
集会室（大阪府豊中市）
**（草野球）2017.01.28-図書館員ユルユル草野球
大会 in 京都 京都市宇治川公園関西グラウンド
仁上幸治と一緒に草野球（１日だけのライブラリア
ン・ドリームチーム）[案内]
**（延期） 2017.01.29（日)-トサケン創立 10 周年記
念セミナーin 大阪「次の 10 年は自立と拡散だ！」
BAC Studio（バク スタジオ）（大阪府豊中市）(阪急
曽根駅徒歩 10 分)[案内]
04) 2017.03.17(金)-仁上授業同窓会ミニ勉強会・
交流会「情報リテラシーは実人生のどこに効くか」図
書館サービス計画研究所（東京）
05) 2017.03.26(日)-ひきふね図書館まちライブラリ
ー貸出日＆ミニセミナー「ペットを語ろう！」「クサガ
メはアンドロイドの夢なんか見ない！」ひきふね図
書館２階プロジェクトコーナー（東京都墨田区）
06) 2017.04.15(土)-トサケン勉強会「映像の中のト
ンデモ図書館員たち Part 1 映画・テレビドラマ編」
図書館サービス計画研究所（東京）
07) 2017.05.02(火)-徳島大学附属図書館・徳島市
立図書館合同職員研修「図書館の PR 戦略 Voｌ.1
～PR 力を高める図書館の魅せ方ワークショップ～」
「図書館員のための PR 実践講座～逆風の中で味
方を増やすコツ～」徳島市立図書館 6 階 テラス
（徳島県徳島市）
08) 2017.05.03(水)-徳島市立図書館市民講座「<超
簡単>図書館活用術！～やっちゃおう！図書館で
自分ブランディング～」徳島市立図書館 5 階 お
はなしのへや（徳島県徳島市）
09) 2017.05.05(金)- 街のサイン路上観察セミナー
in 岡山「図書館サイン計画改善実践講座～PR 視
点による誘導・説明・イメージ伝達の効果的な方法
～」桃太郎通り他（岡山県岡山市）
10) 2017.05.06(土)-トサケンセミナー「地域活性化
に貢献する図書館づくり」福山市中央図書館（広島
県福山市）
11) 2017.05.07(金)- 街のサイン路上観察セミナー
in 福山「図書館サイン計画改善実践講座～PR 視
点による誘導・説明・イメージ伝達の効果的な方法
～」ローズロード他（広島県福山市）
12) 2017.05.19(金)-愛媛ライブラリアンシップネット
ワーク（ELN）勉強会「ネーミングの科学」愛媛大学
（愛媛県松山市）
13) 2017.05.20(土)- トサケンセミナー「映像の中の

トンデモ図書館員たち Part 1 映画・テレビドラマ
編」個室ダイニング リフージョ（広島県広島市）
14) 2017.05.21(日)-トサケンセミナー「映像の中のト
ンデモ図書館員たち-Part 3 CM 編」BACstudio（大
阪府豊中市）
15) 2017.05.28(日)-トサケン勉強会「映像の中のト
ンデモ図書館員たち Part 2 アニメ編」図書館サー
ビス計画研究所（東京）
16) 2017.06.12(月)-ラピッヅワイドトークイベント「図
書館とその周辺で働く人向け 魅力あふれるプロを
目指したい人のスタイリングセミナー」「映像の中の
トンデモ図書館員たち―ステレオタイプを超える自
分ブランディング」カフェ＆ボードゲーム 『ウィンウィ
ン』 The WIN WIN（東京品川区五反田）
17) 2017.06.15(木)-世田谷区立中央図書館職員
研修「パスファインダー基礎講座－ラインナップをど
う想定するか－」世田谷区立中央図書館（東京都
世田谷区）
18) 2017.06.27(火)-a-岐阜市立図書館司書研修
「図書館員のための PR 実践講座～逆風の中で味
方を増やすコツ～」みんなの森ぎふメディアコスモ
ス（岐阜県岐阜市）
19) 2017.06.27(火)-b-図書館サービス計画研究
所・大学図書館問題研究会東海地域グループ共
催「映像の中のトンデモ図書館員たち Part 2 （ア
ニメ編）in 名古屋」愛知大学名古屋校舎講義棟Ｌ
203 教室（愛知県名古屋市）
20) 2017.08.26(土) 930-12:00 未来フェス 2017 in
京都 日本未来学会図書館の未来分科会+図書館
サービス計画研究所（共催）未来図書館創造会議
「シェアエコノミー時代の近未来型図書館」講演「固
定観念を突き破る最先端図書館－変われない理由
なんてない！－」（講演＋大喜利シンポジウム）ウエ
ダ本社北ビル 3 階
21) 2017.08.26(土) 13：50-14：00：未来フェス 2017
in 京都 日本再編集会議 プレゼンテーション「目
からウロコのイマドキ最先端図書館－無料貸本屋イ
メージは過去の遺物－」（仮題）同志社大学・志高
館 SK113（京都府京都市）
22) 2017.08.27(日) 16：20-16：28：未来フェス 2017
in 京都 日本再編集会議 プレゼンテーション「図
書館員にハッパをかけよう！－根拠レスな思考停
止応対にモノ申す利用者に－」（後付け仮題）大江
能楽堂（京都府京都市）
23) 2017.10.13(金)-山形県図書館研究大会「いま
図書館と図書館員は誰に何をアピールできるか －
プロの存在感を高めるための方法と姿勢－」酒田
市立図書館（山形県酒田市）
24) 2017.10.14(土)-トサケンセミナー＠新潟「映像
の中のトンデモ図書館員たち（アラカルト）」グリルハ
ンプティ（新潟県新潟市）
25) 2017.11.04(土)-★トサケンセミナー「トランスフ
ォーマーを探せ！-図書館“変態”作戦会議-」（未
定）12:20～15:20 新宿コズミックセンター小会議室
（東京都新宿区）
26) 2017.11.07(火)a-11:45-12:30 図書館総合展
私立大学図書館協会企画広報研究分科会創立 30
周年記念トークショー「図書館員の企画広報力を問
う─次の 10 年に求められる専門能力要件─」パシ
フィコ横浜 スピーカーズコーナー（神奈川県横浜
市）
27) 2017.11.07(火)b-13:30-15:00 図書館総合展
フォーラム「予算や人手がなくても開催できる！イベ
ント企画実践講座〜アイデアが湧き出る簡単発想
法の極意～」（図書館パートナーズセミナー）パシフ
ィコ横浜フォーラム第 3 会場 203（神奈川県横浜
市）
28) 2017.11.07(火)c-15:30-17:00 図書館総合展フ
ォーラム 「図書館のサイン計画はなぜ失敗するの
か－良い例・悪い例の VR 脳内体験会－」パシフィ
コ横浜フォーラム第 9 会場 E-204（ハコヤ）（神奈川
県横浜市）[展示ブース no.62]
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29) 2017.11.09(木)-10:00-11:30 図書館総合展-ト
サケンセミナー「図書館員のイメージチェンジのた
めのスタイリング原論」パシフィコ横浜フォーラム第
1 会場(アネックス 201)(神奈川県横浜市)
＊講演予定（一部未定）
30) 2017.11.16(木)-秋田県市町村図書館・公民館
図書室職員研修会「味方づくりのための実行計画
を立てる－利用者層細分化の視点から－」秋田県
立図書館（秋田県秋田市）
31) 2017.11.17(金)-図書館地区別研修（北日本地
区）いわて県民情報交流センター（アイーナ）講義・
演習「図書館サービス計画の立案・策定」（岩手県
盛岡市）
32) 2017.11.18(土)-青森県大学図書館協議会自
主勉強会「ガイダンスで図書館の魅力をアピール
するために（仮）」青森県立保健大学附属図書館
（青森県青森市）（調整中）
33) 2017.11.20(月)-青森県市町村立図書館等職
員研修「味方づくり戦略 入門編・応用編」（仮題）
青森県立図書館（青森県青森市）（調整中）
34) 2017.11.21(火)-みちのく図書館情報学研究会
「妄想図書館」（未定）（宮城県仙台市）（調整中）
35) 2017.11.25(土)-★トサケンセミナー「図書館の
サイン計画はなぜ失敗するのか－良い例・悪い例
の VR 脳内体験会－」15:40～18:40 新宿コズミッ
クセンター小会議室（図書館総合展フォーラム
[11/7]の再演＋体験会）（東京都新宿区）
36) 2017.12.07(木)-埼玉県大学・短期大学図書館

協議会研修会「教育・研究に大学図書館はどう役
立っているか：「待ち」から「攻め」へ（仮）」大東文化
大学 60 周年記念図書館（埼玉県東松山市）（調整
中）
37) 2017.12.09(土)-★トサケンセミナー・図書館パ
ートナーズ共催読書会「（テーマ未定）」 新宿コズ
ミックセンター小会議室（東京都新宿区）[案内]
15:40～18:40
38) 2017.12.23(土)-★トサケンセミナー「司書資格
って何なの？-通信課程で学ぶ意味-（未定）」 新
宿コズミックセンター小会議室（東京都新宿区）[案
内] 15:40～18:40 ＊仁上授業修了生勉強会＋ト
サケン拡大忘年会＠新宿（会場未定）
2018 年
01) 2018.01.15(月)-岡山県立図書館 図書館職員
等研修講座「（未定）」岡山県立図書館(岡山県岡
山市)
02) 2018.02.08(木)-愛知県公立図書館長協議会
研修会「（未定）」愛知県図書館大会議室（愛知県
名古屋市）
03) 2018.05.01(火)-徳島市立図書館職員研修（前
年研修成果発表会）「（未定）」徳島市立図書館（徳
島県徳島市）
★仁上幸治ホームページにて全文・資料等公開中。
https://sites.google.com/site/nikamik23/lectures
（作成： にかみ・こうじ／2017.11.13)■□■
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