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「大学図書館支援機構
（Institute for Assistance of Academic Libraries）」とは

ホームページ http://www.iaal.jp/



IAAL

「大学図書館支援機構
（Institute for Assistance of Academic Libraries）」とは

•2007年に東京都の認証を受け設立した

特定非営利活動法人（NPO法人）

•通称「IAAL（アイアール）」

•理事会は大学図書館実務経験者で構成

•正会員：38名 賛助会員：65名 団体会員：15団体

（2019年8月現在）
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大学図書館支援機構：ミッションと事業

＜特定非営利活動に係る事業＞

1. 大学図書館職員研修事業

2. 情報リテラシー教育支援事業

3. 大学図書館業務支援事業

目録 情報
サービス

DVD「レポート作成術」制作

私大図協研修企画運営

RDA調査

目録講習会講師 ２つの
重点項目

情報サービス担当者研修特殊資料遡及入力



IAAL

大学図書館支援機構：ミッションと事業

1 大学図書館職員研修事業

①講習会の開催

②資格の認定

目録 情報
サービス

• 図書館業務を支える様々な業態の就労者の専門能力を評
価する機会を設ける

• 図書館業務の実務能力に関する自己研鑽と継続学習の目
標・機会を提供する

図書館員には



IAAL

大学図書館支援機構：ミッションと事業

1 大学図書館職員研修事業

①講習会の開催

②資格の認定

目録 情報
サービス

• 外部委託業者のスキルのばらつきによる「質の低下」を防
止し、適正な業者選定を行うための基準になりえる資格を
提供する

図書館には
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大学図書館支援機構：ミッションと事業

1 大学図書館職員研修事業

①講習会の開催

②資格の認定

「IAAL大学図書館業務実務能力認定試験」

（IAAL認定試験）の実施 （2009年5月～）

目録 情報
サービス
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IAAL認定試験：試験科目体系

情報サービス-文献提供

NACSIS-CATの概論及び
検索・書誌同定まで

目録

情報
サービス

利用者の求めに応じて
資料を提供する能力

NACSIS-CATの基本から
書誌作成まで

総合目録-図書初級

総合目録-雑誌初級

総合目録-図書中級

総合目録-雑誌中級
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IAAL認定試験：「総合目録」試験の特徴

総合目録-図書初級

総合目録-雑誌初級

総合目録-図書中級

総合目録-雑誌中級

NACSIS-CATの概論及び検索・
書誌同定まで

目録
NACSIS-CATの基本から書誌
作成まで

「図書館業務は経験や専門性が求められる部分が非常に多く、一義的にそ
の業務能力を評価するのは困難」
「しかし全ての図書館が独自のノウハウだけで運用されている訳ではなく」
「国立情報学研究所のNACSIS-CATやILLという全国の大学図書館で共通の
ルールで運用されている業務は一定の評価が可能な部分」
（会報誌『IAALニュースレター』 No.3 2009春季号 より）
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IAAL認定試験：「情報サービス」試験の特徴

情報サービス-文献提供情報
サービス

利用者の求めに応じて
資料を提供する能力

• 「情報検索」の実務能力を「文献提供」の面から問う
• 文献提供にかかわる著作権などの制度についての知識，
書誌事項の読み取り，文献探索の方法，所蔵調査の知識等
を総合的に問う

• NACSIS-ILLの利用についても問う
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IAAL認定試験：試験概要

総合目録-図書初級

総合目録-雑誌初級

総合目録-図書中級

総合目録-雑誌中級

情報サービス-文献提供

・５０分 全100問（2択式）

・受験料4,000円
目録

情報
サービス

・初級合格者のみ受験可
・9０分 全150問（択一式）
・受験料5,000円

・５０分 全100問（2択式）

・受験料5,000円

※会員・学生割引あり
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IAAL認定試験：試験問題

• IAAL大学図書館業務実務能力認定試験過去問題集 各編

• IAAL大学図書館業務実務能力認定試験問題集(2016年版）
解説付き！

計6回分の過去問題を掲載

※お求めは全国の書店またはオンライン書店へ
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IAAL認定試験：受験者数及び合格率

回数 応募者数 受験者数 合格者数 合格率

図書初級 14回 2190人 2079人 961人 46.2%
図書中級 6回 470人 458人 200人 43.7%
雑誌初級 10回 914人 838人 419人 50.0%
雑誌中級 2回 81人 77人 27人 35.1%
情報
サービス

8回 870人 826人 204人 24.7%
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IAAL認定試験：受験生の声

•司書資格はあるが検索のしくみを知らなかったので受験をきっかけ
に勉強しようと思った。

• 普段の業務に活かせる知識が身につけられると思ったため。

受験の動機

• 難しかった。業務知識が如何に曖昧だったかと分かった。

• 現場で理解していると思っていても、文章にすると判断に少し戸
惑った。

• 事前学習をすることでスキルアップになり良かった。

感想
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CAT2020：NACSIS-CATの変革

2020年6月1日からNACSIS-CATが変わります！

これからの学術情報システム構築検討委員会

「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（最終まと
め）」（2018年10月19日）
https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20181019.pdf

「でも、CATに参加してないし」「今更目録なんてねぇ・・」

本当に関係ないでしょうか？

https://www.nii.ac.jp/content/korekara/archive/korekara_doc20181019.pdf
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CAT2020：「CATが変わる」ということは

NACSIS-CATの情報を
ベースにする

も変わるということ

NIIサービスでは他にも
影響を受けるものがあります

（参照：これからの学術情報システム構築検討委員会「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（最終まとめ） 」）
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CAT2020：CiNiiの何が変わるのか？

（参照：これからの学術情報システム構築検討委員会「NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化について（最終まとめ） 」）

複数データがヒット？

CiNiiでの書誌（データ）

同定スキルが重要に

RDAやドイツ語での記述
データがヒット？

CAT2020以降のCiNii
書誌作成単位も

記述もゆるく
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NACSIS-CATの公式研修は・・・

目録システム講習会

平成27年度をもって終了

NII 地域 修了者数 NII 地域 修了者数
H20 6回 8回 358人 3回 5回 200人
H21 6回 10回 369人 4回 4回 218人
H22 5回 11回 387人 4回 3回 191人
H23 6回 8回 345人 3回 3回 172人
H24 6回 7回 333人 2回 5回 179人
H25 6回 7回 315人 2回 4回 163人
H26 5回 7回 290人 2回 5回 176人

図書 雑誌

参照：国立情報学研究所「NACSIS-CAT/ILLニュースレター」
（http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nletter2_mokuji.html）

・図書・雑誌

・NII or 地域

・集合研修

・2.5日 実習あり

・複数の講師
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NACSIS-CATの公式研修は・・・

目録システム講習会 セルフラーニング（SL）教材

・図書・雑誌

・NII or 地域

・集合研修

・2.5日 実習あり

・複数の講師

・図書・雑誌

・Web経由でのeラーニング

・個人研修

・1日程度 実習なし

・講師不在

平成27年度をもって終了 参照：国立情報学研究所「セルフラーニング教材」
（https://www.nii.ac.jp/hrd/ja/product/cat/slcat.html）
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これからのNACSIS-CATの研修に

セルフラーニング（SL）教材

・図書・雑誌

・Web経由でのeラーニング

・個人研修

・1日程度 実習なし

・講師不在

IAAL認定試験

「総合目録」

参照：国立情報学研究所「セルフラーニング教材」
（https://www.nii.ac.jp/hrd/ja/product/cat/slcat.html）
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IAAL認定試験：今後の開催計画

実施年 図書初級 雑誌初級 図書中級 雑誌中級
情報

サービス

2019年秋 第15回 第7回

2020年春 第11回 第9回

2020年秋 第3回 第10回2019年12月1日（日）
東京・大阪の2会場
2019年9月下旬 募集開始



ご清聴ありがとうございました。

NPO法人大学図書館支援機構

(IAAL)

info@iaal.jp

https://www.iaal.jp/


