
国立大学図書館協会東北地区協会 

平成平成平成平成 25252525 年度職員年度職員年度職員年度職員研修研修研修研修（（（（平成平成平成平成 26262626 年年年年 1111 月月月月 27272727 日）日）日）日）アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果                              
                                                                                                                                                                                                                                ((((参加者参加者参加者参加者 34343434 名中名中名中名中 34343434 名回答名回答名回答名回答))))    

※自由回答欄については、誤字・脱字と思われる記述も原文のまま記載した。 

 （但し、「□にト」など入力できない文字・略字は「図書館」等に書き換えている。）    

１．この１．この１．この１．この研修研修研修研修に参加されたきっかけは、何ですか。に参加されたきっかけは、何ですか。に参加されたきっかけは、何ですか。に参加されたきっかけは、何ですか。    ((((複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可))))    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

d. d. d. d. その他その他その他その他    の回答の回答の回答の回答    

・・・・近かった近かった近かった近かった    

 

２．この２．この２．この２．この研修研修研修研修開催を、何で知りましたか。開催を、何で知りましたか。開催を、何で知りましたか。開催を、何で知りましたか。((((複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可))))    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. d. d. d. その他その他その他その他    の回答の回答の回答の回答    

・・・・東北地区図書館東北地区図書館東北地区図書館東北地区図書館メールメールメールメール    

・協会からのメール・協会からのメール・協会からのメール・協会からのメール    

    

52%

5%

41%

2%

a. 開催テーマに興味があった

b. 講師の方に興味があった

c. 上司・同僚・知人からの勧め

d. その他



３．３．３．３．研修研修研修研修の開催時期・会場・時間配分はの開催時期・会場・時間配分はの開催時期・会場・時間配分はの開催時期・会場・時間配分は、、、、いかがでしたか。いかがでしたか。いかがでしたか。いかがでしたか。    

(1)(1)(1)(1)    開催開催開催開催時期時期時期時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. b. b. b. 不適切の不適切の不適切の不適切の具体的な理由具体的な理由具体的な理由具体的な理由    ((((希望時期等希望時期等希望時期等希望時期等))))    

・冬期より前の方がありがたいです・冬期より前の方がありがたいです・冬期より前の方がありがたいです・冬期より前の方がありがたいです    

・冬・冬・冬・冬    ((((試験期試験期試験期試験期) ) ) ) ではなく、夏の方がいいですが、難しいですよね。ではなく、夏の方がいいですが、難しいですよね。ではなく、夏の方がいいですが、難しいですよね。ではなく、夏の方がいいですが、難しいですよね。    

・雪のない時・雪のない時・雪のない時・雪のない時    

・・・・10101010～～～～12121212 月月月月    

・大学の期末試験の時期だったのて・大学の期末試験の時期だったのて・大学の期末試験の時期だったのて・大学の期末試験の時期だったのて［※原文ママ］［※原文ママ］［※原文ママ］［※原文ママ］、、、、忙しく忙しく忙しく忙しく、、、、学生の長期休み学生の長期休み学生の長期休み学生の長期休み    ((((夏・春夏・春夏・春夏・春) ) ) ) の期間の期間の期間の期間の方が参加しやすいの方が参加しやすいの方が参加しやすいの方が参加しやすい 

 

(2)(2)(2)(2)    会会会会場会場会場会場会場場場場 

        ・・・・全回答全回答全回答全回答    「「「「a. a. a. a. 適切」適切」適切」適切」    

    

(3(3(3(3))))    時間配分時間配分時間配分時間配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. b. b. b. 不適切の不適切の不適切の不適切の具体的な理由具体的な理由具体的な理由具体的な理由    

・・・・グループワークに時間が足りませんでしたグループワークに時間が足りませんでしたグループワークに時間が足りませんでしたグループワークに時間が足りませんでした        

・グループワークで時間が足らなかった・グループワークで時間が足らなかった・グループワークで時間が足らなかった・グループワークで時間が足らなかった    

・・・・POPPOPPOPPOP 作成時間が足りなかった作成時間が足りなかった作成時間が足りなかった作成時間が足りなかった    

・進行に疑問・進行に疑問・進行に疑問・進行に疑問    

・後半・後半・後半・後半の講和がとてもためになり、もう少し時間をとっていただきたかったの講和がとてもためになり、もう少し時間をとっていただきたかったの講和がとてもためになり、もう少し時間をとっていただきたかったの講和がとてもためになり、もう少し時間をとっていただきたかった    

・・・・POPPOPPOPPOP 作成の時間が足りませんでした作成の時間が足りませんでした作成の時間が足りませんでした作成の時間が足りませんでした    

・実習時間が短い・実習時間が短い・実習時間が短い・実習時間が短い  



４４４４．．．．研修研修研修研修のプログラムについてのプログラムについてのプログラムについてのプログラムについて、、、、ご回答ください。ご回答ください。ご回答ください。ご回答ください。    

(1) (1) (1) (1) 講演「思いが伝わるデザイン・レイアウトの壺」講演「思いが伝わるデザイン・レイアウトの壺」講演「思いが伝わるデザイン・レイアウトの壺」講演「思いが伝わるデザイン・レイアウトの壺」( ( ( ( 講師：真山正太氏講師：真山正太氏講師：真山正太氏講師：真山正太氏    )))) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

<<<<自由回答記述自由回答記述自由回答記述自由回答記述>>>>    

・今までチラシ・ポス・今までチラシ・ポス・今までチラシ・ポス・今までチラシ・ポスター作成は自己流でしたが、ポイントを押さえて教えていただけたので、次の機会にはター作成は自己流でしたが、ポイントを押さえて教えていただけたので、次の機会にはター作成は自己流でしたが、ポイントを押さえて教えていただけたので、次の機会にはター作成は自己流でしたが、ポイントを押さえて教えていただけたので、次の機会には、さっそく活用、さっそく活用、さっそく活用、さっそく活用

できそうです。できそうです。できそうです。できそうです。    

・・・・POPPOPPOPPOP 等掲示物の作成において、たくさんのテクニックを学ぶことができてとても満足です。等掲示物の作成において、たくさんのテクニックを学ぶことができてとても満足です。等掲示物の作成において、たくさんのテクニックを学ぶことができてとても満足です。等掲示物の作成において、たくさんのテクニックを学ぶことができてとても満足です。    

・デザインについて、わかりやすく楽しんで聞くことができました。つくる方も楽しむという視点が大切・デザインについて、わかりやすく楽しんで聞くことができました。つくる方も楽しむという視点が大切・デザインについて、わかりやすく楽しんで聞くことができました。つくる方も楽しむという視点が大切・デザインについて、わかりやすく楽しんで聞くことができました。つくる方も楽しむという視点が大切だと感じました。だと感じました。だと感じました。だと感じました。    

・今まで感覚だけでデザインを考えていましたが、これからはレイアウト・今まで感覚だけでデザインを考えていましたが、これからはレイアウト・今まで感覚だけでデザインを考えていましたが、これからはレイアウト・今まで感覚だけでデザインを考えていましたが、これからはレイアウト 7777 ヶ条を頭に入れながら印刷物を作りたいと思いヶ条を頭に入れながら印刷物を作りたいと思いヶ条を頭に入れながら印刷物を作りたいと思いヶ条を頭に入れながら印刷物を作りたいと思い

ます。ます。ます。ます。    

・日頃、業務で・日頃、業務で・日頃、業務で・日頃、業務で POPPOPPOPPOP 作成など行う事もありますが、いつも「大体こうかなぁ・・・？」という作成など行う事もありますが、いつも「大体こうかなぁ・・・？」という作成など行う事もありますが、いつも「大体こうかなぁ・・・？」という作成など行う事もありますが、いつも「大体こうかなぁ・・・？」という感覚のみで作成していました。今感覚のみで作成していました。今感覚のみで作成していました。今感覚のみで作成していました。今

回、具体的な決まりやテクニックを学べた事は、今後の自信になると思います。回、具体的な決まりやテクニックを学べた事は、今後の自信になると思います。回、具体的な決まりやテクニックを学べた事は、今後の自信になると思います。回、具体的な決まりやテクニックを学べた事は、今後の自信になると思います。    

・見る方の目にとまるテクニックを、具体的に教えていただけて良かったです。美的センスの欠けている私でも、明日から・見る方の目にとまるテクニックを、具体的に教えていただけて良かったです。美的センスの欠けている私でも、明日から・見る方の目にとまるテクニックを、具体的に教えていただけて良かったです。美的センスの欠けている私でも、明日から・見る方の目にとまるテクニックを、具体的に教えていただけて良かったです。美的センスの欠けている私でも、明日から

実践できそうです。ありがとうございました。実践できそうです。ありがとうございました。実践できそうです。ありがとうございました。実践できそうです。ありがとうございました。    

・普段学ぶ機会のないテーマだが、図書館業務上で必要となる・普段学ぶ機会のないテーマだが、図書館業務上で必要となる・普段学ぶ機会のないテーマだが、図書館業務上で必要となる・普段学ぶ機会のないテーマだが、図書館業務上で必要となるものだったので、分かりやすく基本的な知識を学ぶことがものだったので、分かりやすく基本的な知識を学ぶことがものだったので、分かりやすく基本的な知識を学ぶことがものだったので、分かりやすく基本的な知識を学ぶことが

できて、参加して良かったと感じた。できて、参加して良かったと感じた。できて、参加して良かったと感じた。できて、参加して良かったと感じた。    

・デザインは、個人のセンスや感覚ではなく、「率」や「度」であるという点が大変勉強になりました。ワークショップ部・デザインは、個人のセンスや感覚ではなく、「率」や「度」であるという点が大変勉強になりました。ワークショップ部・デザインは、個人のセンスや感覚ではなく、「率」や「度」であるという点が大変勉強になりました。ワークショップ部・デザインは、個人のセンスや感覚ではなく、「率」や「度」であるという点が大変勉強になりました。ワークショップ部分と分と分と分と

講習の関わりが、いまいちだったのが残念でした。後半、スライドで紹介いただいたビフォーアフターがわかりやすかっ講習の関わりが、いまいちだったのが残念でした。後半、スライドで紹介いただいたビフォーアフターがわかりやすかっ講習の関わりが、いまいちだったのが残念でした。後半、スライドで紹介いただいたビフォーアフターがわかりやすかっ講習の関わりが、いまいちだったのが残念でした。後半、スライドで紹介いただいたビフォーアフターがわかりやすかっ

たです。たです。たです。たです。    

・基本的なことを教えていただけてよかった。講演の話ではありませんが、最後の事例修正例がわかりやすく、具体的で・基本的なことを教えていただけてよかった。講演の話ではありませんが、最後の事例修正例がわかりやすく、具体的で・基本的なことを教えていただけてよかった。講演の話ではありませんが、最後の事例修正例がわかりやすく、具体的で・基本的なことを教えていただけてよかった。講演の話ではありませんが、最後の事例修正例がわかりやすく、具体的で

よかったです。よかったです。よかったです。よかったです。    

・ポスターやチラシ、・ポスターやチラシ、・ポスターやチラシ、・ポスターやチラシ、POPPOPPOPPOP 等それぞれに特徴があること、レイアウトの仕方等、大変勉強になりました。あまり情報量が多等それぞれに特徴があること、レイアウトの仕方等、大変勉強になりました。あまり情報量が多等それぞれに特徴があること、レイアウトの仕方等、大変勉強になりました。あまり情報量が多等それぞれに特徴があること、レイアウトの仕方等、大変勉強になりました。あまり情報量が多

過ぎてはポスター過ぎてはポスター過ぎてはポスター過ぎてはポスター    ((((じっくりみないものじっくりみないものじっくりみないものじっくりみないもの) ) ) ) に不向きであるということが、に不向きであるということが、に不向きであるということが、に不向きであるということが、ハハハハッッッッキリキリキリキリわかりました。わかりました。わかりました。わかりました。    

・・・・資料資料資料資料の中に具体例が多くの中に具体例が多くの中に具体例が多くの中に具体例が多く載載載載っており、大変勉強になりました。グっており、大変勉強になりました。グっており、大変勉強になりました。グっており、大変勉強になりました。グラフラフラフラフィィィィックデザインはビックデザインはビックデザインはビックデザインはビジュジュジュジュアルアルアルアルコミュコミュコミュコミュニニニニケケケケーションであーションであーションであーションであ

るというるというるというるという先先先先生のお話が印生のお話が印生のお話が印生のお話が印象象象象に残りました。後半のポスターに残りました。後半のポスターに残りました。後半のポスターに残りました。後半のポスター    before/before/before/before/aaaafterfterfterfter    のスライドが大変勉強になりましたので、のスライドが大変勉強になりましたので、のスライドが大変勉強になりましたので、のスライドが大変勉強になりましたので、資料資料資料資料

としてとしてとしてとして配布配布配布配布いただけたらとてもいただけたらとてもいただけたらとてもいただけたらとても有有有有り難かったです。り難かったです。り難かったです。り難かったです。    

・・・・ココココンンンンピュピュピュピューターをーターをーターをーターを利利利利用して用して用して用してほほほほしかった。しかった。しかった。しかった。    →→→→    技術技術技術技術的な的な的な的な手順手順手順手順    

・話にまとまりがない。・話にまとまりがない。・話にまとまりがない。・話にまとまりがない。””””館館館館内内内内にににに伝伝伝伝わる掲示・ポスターわる掲示・ポスターわる掲示・ポスターわる掲示・ポスター””””という点からそれていたと思う。という点からそれていたと思う。という点からそれていたと思う。という点からそれていたと思う。CUDCUDCUDCUDにににに触触触触れるなら、れるなら、れるなら、れるなら、JISJISJISJISなどなどなどなど理屈理屈理屈理屈やややや

規格規格規格規格でででで資料資料資料資料を教えてを教えてを教えてを教えてほほほほしい。しい。しい。しい。ガガガガイドラインも。イドラインも。イドラインも。イドラインも。    

・感覚で・感覚で・感覚で・感覚で描描描描くのではなくくのではなくくのではなくくのではなく、、、、数値数値数値数値、、、、理論理論理論理論的に的に的に的に表現表現表現表現する、という点がわかったする、という点がわかったする、という点がわかったする、という点がわかった。。。。    ((((参考になった参考になった参考になった参考になった。。。。) ) ) )     

・実・実・実・実際際際際のののの展展展展示を示を示を示を別別別別なななな形形形形でデザインしなおしたものを見せていただき、でデザインしなおしたものを見せていただき、でデザインしなおしたものを見せていただき、でデザインしなおしたものを見せていただき、色色色色や文や文や文や文字字字字の大きさをの大きさをの大きさをの大きさを効果効果効果効果的に変えることで、もっと的に変えることで、もっと的に変えることで、もっと的に変えることで、もっと伝伝伝伝

えたいことがえたいことがえたいことがえたいことが伝伝伝伝わるわるわるわる展展展展示にできることがわかった。示にできることがわかった。示にできることがわかった。示にできることがわかった。    

・・・・ホホホホワイトワイトワイトワイトボボボボードのードのードのードのペペペペンがうすくて後ンがうすくて後ンがうすくて後ンがうすくて後ろろろろのののの席席席席だと見にくかった。だと見にくかった。だと見にくかった。だと見にくかった。    

65%

29%

3% 3%

a. 大変有意義だった

b. 有意義だった

c. 普通

d. 期待した内容ではなかった



・レイアウトに関する・レイアウトに関する・レイアウトに関する・レイアウトに関する技術技術技術技術等、こういった等、こういった等、こういった等、こういった研研研研修が少ないので、とても参考になりました。修が少ないので、とても参考になりました。修が少ないので、とても参考になりました。修が少ないので、とても参考になりました。    

・ポスターや・ポスターや・ポスターや・ポスターや配布配布配布配布物を作ることが多いので、勉強になった。物を作ることが多いので、勉強になった。物を作ることが多いので、勉強になった。物を作ることが多いので、勉強になった。    

・ポスターやチラシの書き方の参考になった。基本的なことがわかってよかった。・ポスターやチラシの書き方の参考になった。基本的なことがわかってよかった。・ポスターやチラシの書き方の参考になった。基本的なことがわかってよかった。・ポスターやチラシの書き方の参考になった。基本的なことがわかってよかった。    

・・・・真山先真山先真山先真山先生の実体験も生の実体験も生の実体験も生の実体験も折折折折りまりまりまりまぜぜぜぜてのお話で、とても分かりやすくてのお話で、とても分かりやすくてのお話で、とても分かりやすくてのお話で、とても分かりやすく、また、楽しく、また、楽しく、また、楽しく、また、楽しく拝聴拝聴拝聴拝聴することができました。文することができました。文することができました。文することができました。文字字字字の大きさのの大きさのの大きさのの大きさの

比比比比率など、デザインの基本についても知ることができ、今後の業務でも率など、デザインの基本についても知ることができ、今後の業務でも率など、デザインの基本についても知ることができ、今後の業務でも率など、デザインの基本についても知ることができ、今後の業務でも取取取取り入れていきたいと思いました。り入れていきたいと思いました。り入れていきたいと思いました。り入れていきたいと思いました。    

・これまでポスター等を作成する時に・これまでポスター等を作成する時に・これまでポスター等を作成する時に・これまでポスター等を作成する時に無意無意無意無意識で識で識で識で使使使使っていたっていたっていたっていた手法手法手法手法について、について、について、について、効果効果効果効果をををを説説説説明していただけたので、今後は明していただけたので、今後は明していただけたので、今後は明していただけたので、今後は意意意意識識識識

的にい的にい的にい的にいろろろろいいいいろろろろ活用してみたいと思いました。活用してみたいと思いました。活用してみたいと思いました。活用してみたいと思いました。    

・レイアウトなどの基本を学べたのは良かった。・レイアウトなどの基本を学べたのは良かった。・レイアウトなどの基本を学べたのは良かった。・レイアウトなどの基本を学べたのは良かった。色弱色弱色弱色弱の方の方の方の方へへへへのののの配慮配慮配慮配慮はははは忘忘忘忘れがちなので、実例も見ながられがちなので、実例も見ながられがちなので、実例も見ながられがちなので、実例も見ながら詳詳詳詳しくお話を聞けしくお話を聞けしくお話を聞けしくお話を聞け

て良かった。これからて良かった。これからて良かった。これからて良かった。これから気気気気をををを付付付付けていきたい。けていきたい。けていきたい。けていきたい。    

・今後ポスターやフライ・今後ポスターやフライ・今後ポスターやフライ・今後ポスターやフライヤヤヤヤー作成のー作成のー作成のー作成の際際際際には、には、には、には、今回学んだことを念頭に今回学んだことを念頭に今回学んだことを念頭に今回学んだことを念頭に置置置置いて作成したいと思います。いて作成したいと思います。いて作成したいと思います。いて作成したいと思います。    

・・・・細細細細かいかいかいかい表現表現表現表現のテクニックを、学べて良かった。特に事務文書の作成になれ過ぎていると、グのテクニックを、学べて良かった。特に事務文書の作成になれ過ぎていると、グのテクニックを、学べて良かった。特に事務文書の作成になれ過ぎていると、グのテクニックを、学べて良かった。特に事務文書の作成になれ過ぎていると、グリリリリッドにしッドにしッドにしッドにしばばばばられ過ぎているられ過ぎているられ過ぎているられ過ぎている

気気気気がしていたので、がしていたので、がしていたので、がしていたので、逆逆逆逆にしにしにしにしばばばばられなくても良いよ、というアドられなくても良いよ、というアドられなくても良いよ、というアドられなくても良いよ、というアドババババイスは自信になると思う。イスは自信になると思う。イスは自信になると思う。イスは自信になると思う。    

・デザインも・デザインも・デザインも・デザインもコミュコミュコミュコミュニニニニケケケケーションのーションのーションのーションの手手手手段ということ段ということ段ということ段ということばばばばに、目からウに、目からウに、目からウに、目からウロコロコロコロコでした。でした。でした。でした。    

・普段、自分のやり方で・普段、自分のやり方で・普段、自分のやり方で・普段、自分のやり方で毎毎毎毎回回回回同同同同じようなチラシになってしまっていたので、デザインのイじようなチラシになってしまっていたので、デザインのイじようなチラシになってしまっていたので、デザインのイじようなチラシになってしまっていたので、デザインのイロハロハロハロハを知ることができて良かった。を知ることができて良かった。を知ることができて良かった。を知ることができて良かった。    

・具体的なデザインの・具体的なデザインの・具体的なデザインの・具体的なデザインのコツコツコツコツがよくわかって、大変参考になりました。がよくわかって、大変参考になりました。がよくわかって、大変参考になりました。がよくわかって、大変参考になりました。    

    

(2) (2) (2) (2) グループワークグループワークグループワークグループワーク    「み「み「み「みんなでんなでんなでんなで POPPOPPOPPOP 作成作成作成作成    !!!!」」」」    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

<<<<自由回答記述自由回答記述自由回答記述自由回答記述>>>>    

・・・・他他他他の人のの人のの人のの人の POPPOPPOPPOP を見て、自分ではを見て、自分ではを見て、自分ではを見て、自分では発想発想発想発想できないようなものも多く、楽しく勉強になりました。できないようなものも多く、楽しく勉強になりました。できないようなものも多く、楽しく勉強になりました。できないようなものも多く、楽しく勉強になりました。    

・いきなりの本のおすすめ・いきなりの本のおすすめ・いきなりの本のおすすめ・いきなりの本のおすすめ POPPOPPOPPOP 作り・・・かなり大変作り・・・かなり大変作り・・・かなり大変作り・・・かなり大変でしたが、やれでしたが、やれでしたが、やれでしたが、やれば出来ば出来ば出来ば出来るのかなとも思い、るのかなとも思い、るのかなとも思い、るのかなとも思い、結構結構結構結構楽しかったです。アド楽しかったです。アド楽しかったです。アド楽しかったです。アドババババ

イスをありがとうございましたイスをありがとうございましたイスをありがとうございましたイスをありがとうございました！！！！    

・とても楽しくやらせていただきました。どうすれ・とても楽しくやらせていただきました。どうすれ・とても楽しくやらせていただきました。どうすれ・とても楽しくやらせていただきました。どうすればばばば良いか良いか良いか良いか課題課題課題課題も見つかり良かったです。も見つかり良かったです。も見つかり良かったです。も見つかり良かったです。    

・・・・手手手手書きで書きで書きで書きで POPPOPPOPPOP を作るのがを作るのがを作るのがを作るのが久久久久しぶりだったので、とても楽しかった。それぞれ人によって仕上がりがまったくしぶりだったので、とても楽しかった。それぞれ人によって仕上がりがまったくしぶりだったので、とても楽しかった。それぞれ人によって仕上がりがまったくしぶりだったので、とても楽しかった。それぞれ人によって仕上がりがまったく違違違違うものになうものになうものになうものにな

ってってってって面白面白面白面白いと考えたいと考えたいと考えたいと考えた。。。。    

・こうした・こうした・こうした・こうした手手手手作業は作業は作業は作業は久久久久しぶりだったので、楽しくしぶりだったので、楽しくしぶりだったので、楽しくしぶりだったので、楽しく取取取取りりりり組組組組めました。めました。めました。めました。    

・・・・久久久久しぶりでしぶりでしぶりでしぶりで手手手手書きのものを書きのものを書きのものを書きのものを作って楽しかったです。しかし、作って楽しかったです。しかし、作って楽しかったです。しかし、作って楽しかったです。しかし、POPPOPPOPPOP よりむしよりむしよりむしよりむしろろろろ掲示物掲示物掲示物掲示物    ((((データものデータものデータものデータもの) ) ) ) を作る機会があった方を作る機会があった方を作る機会があった方を作る機会があった方

がががが嬉嬉嬉嬉しかったです。しかったです。しかったです。しかったです。    ((((機機機機械準備械準備械準備械準備が難しかったのだと思いますが難しかったのだと思いますが難しかったのだと思いますが難しかったのだと思います) ) ) ) 。グループワークだけど実は個人。グループワークだけど実は個人。グループワークだけど実は個人。グループワークだけど実は個人技技技技、のスタイル、、のスタイル、、のスタイル、、のスタイル、気気気気楽楽楽楽

でででで嬉嬉嬉嬉しかったです。しかったです。しかったです。しかったです。    

・おすすめの本を決めるのが大変でした。・おすすめの本を決めるのが大変でした。・おすすめの本を決めるのが大変でした。・おすすめの本を決めるのが大変でした。((((事前に用事前に用事前に用事前に用意意意意しておくようにしておくようにしておくようにしておくように連絡連絡連絡連絡があれがあれがあれがあればばばばもっとよかったですもっとよかったですもっとよかったですもっとよかったです) ) ) ) 。作成していく。作成していく。作成していく。作成していく途途途途

中は、はじめに学んだことを思い中は、はじめに学んだことを思い中は、はじめに学んだことを思い中は、はじめに学んだことを思い出出出出しながらできました。しながらできました。しながらできました。しながらできました。    

・・・・初初初初めてめてめてめて POPPOPPOPPOP を作成したが難しかった。今後の参考にしたいと思う。を作成したが難しかった。今後の参考にしたいと思う。を作成したが難しかった。今後の参考にしたいと思う。を作成したが難しかった。今後の参考にしたいと思う。    

・講演で教えて・講演で教えて・講演で教えて・講演で教えて頂頂頂頂いたいたいたいた内容内容内容内容を試すことができたり、を試すことができたり、を試すことができたり、を試すことができたり、他他他他の参加者のみなさんのアイデの参加者のみなさんのアイデの参加者のみなさんのアイデの参加者のみなさんのアイディィィィアから学ぶことができたりして、とアから学ぶことができたりして、とアから学ぶことができたりして、とアから学ぶことができたりして、とてててて

も勉強になりました。事前に「おすすめの本の紹介」であることが分かっていれも勉強になりました。事前に「おすすめの本の紹介」であることが分かっていれも勉強になりました。事前に「おすすめの本の紹介」であることが分かっていれも勉強になりました。事前に「おすすめの本の紹介」であることが分かっていればばばば、本を、本を、本を、本を持持持持参する等参する等参する等参する等準備準備準備準備ができができができができ更更更更にににに取取取取



りりりり組組組組みみみみ易易易易かったかと思います。かったかと思います。かったかと思います。かったかと思います。    ((((またはまたはまたはまたは当当当当日例日例日例日例題題題題としてとしてとしてとして各各各各テーテーテーテーブブブブルルルル 1111冊ず冊ず冊ず冊ずつ本があるなど・・・つ本があるなど・・・つ本があるなど・・・つ本があるなど・・・))))    

・グループワークの・グループワークの・グループワークの・グループワークの POPPOPPOPPOP 作成について、事前にくわしい作成について、事前にくわしい作成について、事前にくわしい作成について、事前にくわしい説説説説明が明が明が明が欲欲欲欲しかった。ポップを作る本を、会しかった。ポップを作る本を、会しかった。ポップを作る本を、会しかった。ポップを作る本を、会場場場場に用に用に用に用意意意意するか、個するか、個するか、個するか、個々々々々

に本をに本をに本をに本を持持持持参させるか、会参させるか、会参させるか、会参させるか、会場場場場であるであるであるである程程程程度度度度検索検索検索検索ができるようにしてができるようにしてができるようにしてができるようにして欲欲欲欲しかった。個人ワークの部分が大きかったので、もう少しかった。個人ワークの部分が大きかったので、もう少しかった。個人ワークの部分が大きかったので、もう少しかった。個人ワークの部分が大きかったので、もう少

しグループで話しあえると良かった。しグループで話しあえると良かった。しグループで話しあえると良かった。しグループで話しあえると良かった。    

・・・・他他他他大学の掲示を修正して紹介されたのがとても参考になった。データか印刷で大学の掲示を修正して紹介されたのがとても参考になった。データか印刷で大学の掲示を修正して紹介されたのがとても参考になった。データか印刷で大学の掲示を修正して紹介されたのがとても参考になった。データか印刷で配布配布配布配布してしてしてしてほほほほしい。しい。しい。しい。    

・みなさんの・みなさんの・みなさんの・みなさんの才能才能才能才能がすがすがすがすばばばばらしかった。らしかった。らしかった。らしかった。    

・な・な・な・なぜぜぜぜ AAAA3333 ササササイイイイズズズズのののの POPPOPPOPPOP を作り、講を作り、講を作り、講を作り、講評評評評したのかが分からない。作るのなら、したのかが分からない。作るのなら、したのかが分からない。作るのなら、したのかが分からない。作るのなら、””””誰誰誰誰にににに何何何何をををを伝伝伝伝えたいのかえたいのかえたいのかえたいのか””””という点という点という点という点がががが重重重重要だと要だと要だと要だと

思う。その視点がなく、思う。その視点がなく、思う。その視点がなく、思う。その視点がなく、単単単単にデザインだけなら、にデザインだけなら、にデザインだけなら、にデザインだけなら、何何何何のののの意味意味意味意味があるのか？そもそも、あれはグループワークですか？があるのか？そもそも、あれはグループワークですか？があるのか？そもそも、あれはグループワークですか？があるのか？そもそも、あれはグループワークですか？    

・時間・時間・時間・時間配配配配分が難しかった。分が難しかった。分が難しかった。分が難しかった。    

・・・・他他他他の方の本の紹介、の方の本の紹介、の方の本の紹介、の方の本の紹介、POPOPOPOPPPP の作り方を見れてためになった。の作り方を見れてためになった。の作り方を見れてためになった。の作り方を見れてためになった。    

・講演で学んだ・講演で学んだ・講演で学んだ・講演で学んだ内容内容内容内容をををを POPPOPPOPPOP に生かすことが難しかった。に生かすことが難しかった。に生かすことが難しかった。に生かすことが難しかった。    

・少し時間が足りなかったようにおもいます。・少し時間が足りなかったようにおもいます。・少し時間が足りなかったようにおもいます。・少し時間が足りなかったようにおもいます。    

・・・・他他他他の人の作の人の作の人の作の人の作品品品品がみれて楽しかった。がみれて楽しかった。がみれて楽しかった。がみれて楽しかった。    

・時間がたりなかったので、もうすこしあってもよかった。・時間がたりなかったので、もうすこしあってもよかった。・時間がたりなかったので、もうすこしあってもよかった。・時間がたりなかったので、もうすこしあってもよかった。    

・どうしたら、・どうしたら、・どうしたら、・どうしたら、興味興味興味興味ををををひひひひくくくく POPPOPPOPPOP になるか、短時間でしたが自分なりに、になるか、短時間でしたが自分なりに、になるか、短時間でしたが自分なりに、になるか、短時間でしたが自分なりに、形形形形にすることができました。普段にすることができました。普段にすることができました。普段にすることができました。普段手手手手書きすることがな書きすることがな書きすることがな書きすることがな

くくくく新鮮新鮮新鮮新鮮なななな気持気持気持気持ちでちでちでちで取取取取りくめました。りくめました。りくめました。りくめました。    

・・・・予想外予想外予想外予想外にみなさんの作にみなさんの作にみなさんの作にみなさんの作品品品品がすてきでがすてきでがすてきでがすてきでびびびびっくりしました。っくりしました。っくりしました。っくりしました。    ((((先先先先生のレクチ生のレクチ生のレクチ生のレクチャャャャーのーのーのーの効果効果効果効果？？？？))))    

・・・・何何何何についてのポップにするかを考えるのに、時間がかかってについてのポップにするかを考えるのに、時間がかかってについてのポップにするかを考えるのに、時間がかかってについてのポップにするかを考えるのに、時間がかかってしまいました。事前に「しまいました。事前に「しまいました。事前に「しまいました。事前に「オオオオススメした本をススメした本をススメした本をススメした本を 1111 冊冊冊冊考えてきて考えてきて考えてきて考えてきて下下下下

さい」とさい」とさい」とさい」と指指指指示があると、よかったです。示があると、よかったです。示があると、よかったです。示があると、よかったです。    

・・・・POPPOPPOPPOP といいつつ、といいつつ、といいつつ、といいつつ、紙紙紙紙がポスターがポスターがポスターがポスターササササイイイイズズズズだった。だった。だった。だった。初初初初めて作成するにはもう少しめて作成するにはもう少しめて作成するにはもう少しめて作成するにはもう少し小小小小さめの方がありがたい。実さめの方がありがたい。実さめの方がありがたい。実さめの方がありがたい。実際際際際作ってみると作ってみると作ってみると作ってみると

難しいものだと感じた。難しいものだと感じた。難しいものだと感じた。難しいものだと感じた。    

・あらかじめ紹介する本を・あらかじめ紹介する本を・あらかじめ紹介する本を・あらかじめ紹介する本を選選選選んで紹介文を考えてくるようなんで紹介文を考えてくるようなんで紹介文を考えてくるようなんで紹介文を考えてくるような案内案内案内案内があるか、本のタイトルやがあるか、本のタイトルやがあるか、本のタイトルやがあるか、本のタイトルや定型定型定型定型文が決められていれ文が決められていれ文が決められていれ文が決められていればばばば、、、、

よりデザインによりデザインによりデザインによりデザインに集集集集中できたのではないかと思いました。中できたのではないかと思いました。中できたのではないかと思いました。中できたのではないかと思いました。    

・ただし、自分の作・ただし、自分の作・ただし、自分の作・ただし、自分の作品制品制品制品制作にみんなが作にみんなが作にみんなが作にみんなが没没没没頭して、話し頭して、話し頭して、話し頭して、話し合合合合いが少なかったのは残念。いが少なかったのは残念。いが少なかったのは残念。いが少なかったのは残念。    

・・・・手手手手書きでの書きでの書きでの書きでの POPPOPPOPPOP 作成が作成が作成が作成が 10101010 年年年年ぶりでした。ぶりでした。ぶりでした。ぶりでした。WorWorWorWordddd、、、、ExcelExcelExcelExcel    でのでのでのでの POPPOPPOPPOP、ポスター作成がいかに、ポスター作成がいかに、ポスター作成がいかに、ポスター作成がいかに手ぬ手ぬ手ぬ手ぬきかをきかをきかをきかを反省反省反省反省した次した次した次した次第第第第でででで

す。す。す。す。    

・聞くとやるでは大・聞くとやるでは大・聞くとやるでは大・聞くとやるでは大違違違違いで、短い時間であまりいで、短い時間であまりいで、短い時間であまりいで、短い時間であまり構構構構成も考えられなかった。おすすめの本を成も考えられなかった。おすすめの本を成も考えられなかった。おすすめの本を成も考えられなかった。おすすめの本をひひひひねりねりねりねり出出出出すのにすのにすのにすのに苦労苦労苦労苦労した。した。した。した。他他他他のののの

参加者の方が、参加者の方が、参加者の方が、参加者の方が、皆皆皆皆さん上さん上さん上さん上手手手手でででで驚驚驚驚いた。いた。いた。いた。    

・事前に作業・事前に作業・事前に作業・事前に作業内容内容内容内容がわかった方ががわかった方ががわかった方ががわかった方がモモモモチーフチーフチーフチーフ    ((((おすすめの本おすすめの本おすすめの本おすすめの本) ) ) ) を決めてきたり、を決めてきたり、を決めてきたり、を決めてきたり、ペペペペンなどをンなどをンなどをンなどを持持持持参したり、より時間が参したり、より時間が参したり、より時間が参したり、より時間が有効有効有効有効にににに

使使使使えたのでは？と思います。また、グループワークとありましたが、実えたのでは？と思います。また、グループワークとありましたが、実えたのでは？と思います。また、グループワークとありましたが、実えたのでは？と思います。また、グループワークとありましたが、実際際際際は個人での作成だったので、は個人での作成だったので、は個人での作成だったので、は個人での作成だったので、班班班班分けの必要分けの必要分けの必要分けの必要性性性性

があまりないように感じました。があまりないように感じました。があまりないように感じました。があまりないように感じました。    

    

５．今後、５．今後、５．今後、５．今後、研修研修研修研修で取り上げて欲しいテーマで取り上げて欲しいテーマで取り上げて欲しいテーマで取り上げて欲しいテーマがございましたら、がございましたら、がございましたら、がございましたら、ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。ご記入ください。    

・もう少し・もう少し・もう少し・もう少し詳詳詳詳しく知りたくなりました。しく知りたくなりました。しく知りたくなりました。しく知りたくなりました。    

・図書館・図書館・図書館・図書館員以外員以外員以外員以外の人とのの人とのの人とのの人との共同共同共同共同についてについてについてについて    ((((学生・学生・学生・学生・他他他他部部部部著著著著の人の人の人の人))))    

・・・・利利利利用者目用者目用者目用者目線線線線からの問いかけに答えるポイント的な話からの問いかけに答えるポイント的な話からの問いかけに答えるポイント的な話からの問いかけに答えるポイント的な話題題題題    

・図書館における・図書館における・図書館における・図書館における避避避避難難難難訓練訓練訓練訓練の実の実の実の実施法施法施法施法    ((((利利利利用者用者用者用者へへへへのののの指指指指示、どのような行示、どのような行示、どのような行示、どのような行動動動動をとるかをとるかをとるかをとるか))))    

・・・・電子電子電子電子書書書書籍籍籍籍についてについてについてについて    

・図書館の・図書館の・図書館の・図書館のカカカカウンター業務など実務についてウンター業務など実務についてウンター業務など実務についてウンター業務など実務について    

・今回のような・今回のような・今回のような・今回のような広広広広報テクニック報テクニック報テクニック報テクニック    →→→→    さらに中さらに中さらに中さらに中級級級級者向け、上者向け、上者向け、上者向け、上級級級級者向けなど者向けなど者向けなど者向けなど    

・デザインス・デザインス・デザインス・デザインスキキキキルルルル    

・・・・企画企画企画企画書の作り方、書の作り方、書の作り方、書の作り方、通通通通し方し方し方し方    



・話・話・話・話術！！術！！術！！術！！    

・特になし・特になし・特になし・特になし    

    

６．本日の６．本日の６．本日の６．本日の研修研修研修研修に参加してのご意見に参加してのご意見に参加してのご意見に参加してのご意見・ご感想・ご感想・ご感想・ご感想等を、ご自等を、ご自等を、ご自等を、ご自由にご記入ください。由にご記入ください。由にご記入ください。由にご記入ください。 

・冬の・冬の・冬の・冬の盛岡盛岡盛岡盛岡が会が会が会が会場場場場ということで少しということで少しということで少しということで少し心配心配心配心配でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、天気天気天気天気にもにもにもにも恵恵恵恵まれ、まれ、まれ、まれ、充充充充実した実した実した実した内容内容内容内容で良かったです。スタッフので良かったです。スタッフので良かったです。スタッフので良かったです。スタッフの皆様皆様皆様皆様、お、お、お、お疲疲疲疲

れさまでした。れさまでした。れさまでした。れさまでした。    

・・・・御苦労様御苦労様御苦労様御苦労様でした。でした。でした。でした。    

・・・・””””ツボツボツボツボ””””を知っていると知らないを知っていると知らないを知っていると知らないを知っていると知らないとではとではとではとでは完完完完成物に大きな成物に大きな成物に大きな成物に大きな違違違違いがありますね。大変いがありますね。大変いがありますね。大変いがありますね。大変有意義有意義有意義有意義でした。でした。でした。でした。即即即即、実践です、実践です、実践です、実践です！！！！    

・・・・内容内容内容内容がががが興味深興味深興味深興味深く楽しく参加できた。これからの業務にうまくいかせるようにしたいと感じた。く楽しく参加できた。これからの業務にうまくいかせるようにしたいと感じた。く楽しく参加できた。これからの業務にうまくいかせるようにしたいと感じた。く楽しく参加できた。これからの業務にうまくいかせるようにしたいと感じた。    

・・・・音声音声音声音声がががが割割割割れて聞きれて聞きれて聞きれて聞き取取取取りにくい時があったのが残念でした。りにくい時があったのが残念でした。りにくい時があったのが残念でした。りにくい時があったのが残念でした。    

・スタッフの・スタッフの・スタッフの・スタッフの皆様皆様皆様皆様のおかのおかのおかのおかげげげげで楽しく参加できました。で楽しく参加できました。で楽しく参加できました。で楽しく参加できました。準備準備準備準備大変だったと思います。ありがとうございました大変だったと思います。ありがとうございました大変だったと思います。ありがとうございました大変だったと思います。ありがとうございました。。。。    

・・・・広広広広報のための目を報のための目を報のための目を報のための目をひひひひく、く、く、く、手手手手にとってもらえるポスター、チラシ、にとってもらえるポスター、チラシ、にとってもらえるポスター、チラシ、にとってもらえるポスター、チラシ、POPPOPPOPPOP について楽しく学ぶことができました。について楽しく学ぶことができました。について楽しく学ぶことができました。について楽しく学ぶことができました。    

・グループワークの時間が足りなかったが、大変参考になる・グループワークの時間が足りなかったが、大変参考になる・グループワークの時間が足りなかったが、大変参考になる・グループワークの時間が足りなかったが、大変参考になる研研研研修だった。修だった。修だった。修だった。    

・実践もできる・実践もできる・実践もできる・実践もできる研研研研修でとても勉強になりました。お忙しい中、たい修でとても勉強になりました。お忙しい中、たい修でとても勉強になりました。お忙しい中、たい修でとても勉強になりました。お忙しい中、たいへへへへんおんおんおんお世世世世話になりました。今回学んだことをしっかり生か話になりました。今回学んだことをしっかり生か話になりました。今回学んだことをしっかり生か話になりました。今回学んだことをしっかり生か

していきたいです。していきたいです。していきたいです。していきたいです。    

・・・・ユユユユニニニニババババースースースースカカカカラーラーラーラー    ［※原文ママ］［※原文ママ］［※原文ママ］［※原文ママ］    について、参考になりました。について、参考になりました。について、参考になりました。について、参考になりました。    

・デザインに関する・デザインに関する・デザインに関する・デザインに関する研研研研修をやるがなかった修をやるがなかった修をやるがなかった修をやるがなかった    ［※原文ママ］［※原文ママ］［※原文ママ］［※原文ママ］    ので、ありがたかったです。ポスター、ニので、ありがたかったです。ポスター、ニので、ありがたかったです。ポスター、ニので、ありがたかったです。ポスター、ニュュュュースレター等で大ースレター等で大ースレター等で大ースレター等で大

変変変変困困困困っていました。っていました。っていました。っていました。助助助助かりまかりまかりまかりました。した。した。した。    

・・・・来来来来てよかったです。てよかったです。てよかったです。てよかったです。手手手手書き書き書き書き POPPOPPOPPOP 作成のよさがわかりました。これからもお作成のよさがわかりました。これからもお作成のよさがわかりました。これからもお作成のよさがわかりました。これからもお願願願願いします。いします。いします。いします。    

・今回の・今回の・今回の・今回の内容内容内容内容は、スタッフのは、スタッフのは、スタッフのは、スタッフの意意意意図したものか、疑問に感じた。進行にしても、グループワークにしても。図したものか、疑問に感じた。進行にしても、グループワークにしても。図したものか、疑問に感じた。進行にしても、グループワークにしても。図したものか、疑問に感じた。進行にしても、グループワークにしても。    

・・・・４４４４    (1)  (1)  (1)  (1)  にににに付随付随付随付随して、して、して、して、カカカカラーラーラーラーユユユユニニニニババババーーーーササササルデザインについての講和は、ルデザインについての講和は、ルデザインについての講和は、ルデザインについての講和は、公共公共公共公共のののの場場場場をををを職場職場職場職場としている私たちには欠かせなとしている私たちには欠かせなとしている私たちには欠かせなとしている私たちには欠かせな

いいいい話話話話題題題題であり、とても参考になった。正であり、とても参考になった。正であり、とても参考になった。正であり、とても参考になった。正直直直直、段、段、段、段差差差差などのなどのなどのなどのバリバリバリバリアフアフアフアフリリリリーには目が行くが、ーには目が行くが、ーには目が行くが、ーには目が行くが、色弱色弱色弱色弱の方のことを考えていなかっの方のことを考えていなかっの方のことを考えていなかっの方のことを考えていなかっ

たたたた所所所所もあったので、日もあったので、日もあったので、日もあったので、日々々々々の業務での業務での業務での業務で意意意意識していきたいと思う。識していきたいと思う。識していきたいと思う。識していきたいと思う。    

・大変参考になりました。・大変参考になりました。・大変参考になりました。・大変参考になりました。    

・デザインやレイアウ・デザインやレイアウ・デザインやレイアウ・デザインやレイアウトなど、図書館の業務だとトなど、図書館の業務だとトなど、図書館の業務だとトなど、図書館の業務だと技術技術技術技術的な的な的な的な面面面面からからからから疎遠疎遠疎遠疎遠になりになりになりになりがちだったため、大変参考になりました。がちだったため、大変参考になりました。がちだったため、大変参考になりました。がちだったため、大変参考になりました。企画企画企画企画

運営運営運営運営のののの皆皆皆皆さん、講さん、講さん、講さん、講師師師師のののの先先先先生、おつかれさまでした。生、おつかれさまでした。生、おつかれさまでした。生、おつかれさまでした。    

・具体的な例が見たかった。・具体的な例が見たかった。・具体的な例が見たかった。・具体的な例が見たかった。    ((((ワードではこんな感じで作れるなどワードではこんな感じで作れるなどワードではこんな感じで作れるなどワードではこんな感じで作れるなど))))    

・もう少し・もう少し・もう少し・もう少し POPPOPPOPPOP 作成をやりたかった。作成をやりたかった。作成をやりたかった。作成をやりたかった。    

・明日から、さっそく・明日から、さっそく・明日から、さっそく・明日から、さっそく使使使使えそうな情報を多くえそうな情報を多くえそうな情報を多くえそうな情報を多く得得得得ることができ、ることができ、ることができ、ることができ、有益有益有益有益なななな研研研研修会でした。スタッフのみなさん、おつかれ修会でした。スタッフのみなさん、おつかれ修会でした。スタッフのみなさん、おつかれ修会でした。スタッフのみなさん、おつかれ様様様様でした。でした。でした。でした。    

・スタッフのみなさん、お・スタッフのみなさん、お・スタッフのみなさん、お・スタッフのみなさん、お疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！    

・これまで・これまで・これまで・これまで受受受受けたことのないけたことのないけたことのないけたことのない研研研研修テーマで、修テーマで、修テーマで、修テーマで、非常非常非常非常にににに興味深興味深興味深興味深いいいい内容内容内容内容でした。スライドででした。スライドででした。スライドででした。スライドで説説説説明していただいたポスター等のアイ明していただいたポスター等のアイ明していただいたポスター等のアイ明していただいたポスター等のアイ

デアデアデアデアについて、どこかでについて、どこかでについて、どこかでについて、どこかで公開公開公開公開していただくかしていただくかしていただくかしていただくか資料資料資料資料としていただけたらありがたいです。としていただけたらありがたいです。としていただけたらありがたいです。としていただけたらありがたいです。    

・楽しかった。やはり作業が・楽しかった。やはり作業が・楽しかった。やはり作業が・楽しかった。やはり作業が伴伴伴伴うううう研研研研修は良いと思う。修は良いと思う。修は良いと思う。修は良いと思う。    

・・・・初初初初めてお会いした方と、あまり情報めてお会いした方と、あまり情報めてお会いした方と、あまり情報めてお会いした方と、あまり情報交換交換交換交換できなかったのが残念。時間的できなかったのが残念。時間的できなかったのが残念。時間的できなかったのが残念。時間的余裕余裕余裕余裕が少なかった。が少なかった。が少なかった。が少なかった。    

・とても参考になりました。・とても参考になりました。・とても参考になりました。・とても参考になりました。    
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