デジタル・アーキビスト

Vol.9
2016／11

NPO 法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構
http://npo-jcbda.jp/

第１8 回図書館総合展にブース出展します
１１月 8～１0 日、パシフィコ横浜国際会
議場で図書館総合展が開催されます。昨年
に引き続き、本機構は岐阜女子大学と共同
でブースを開設し、３日間にわたりこれまでの
取り組みや、今後のデジタル・アーキビスト育
成について紹介をいたします。
直前のご案内となりますが、図書館だけで
なくアーカイブに関係する様々な団体が産
官学そろって出展されています。今後のデジ
タル・アーキビストとしての活動の参考になる
と思いますので、ご都合のつく方はお誘いあ

▲昨年のブースの様子

わせの上、ご来場ください。
今後ともご指導・ご支援・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

■第１８回 図書館総合展 ご案内
（詳しくは https://www.libraryfair.jp/をご覧ください）
展示会：2016 年 11 月 8 日（火）～10 日（木）
図書館総合展週間：11 月 6 日（日）～12 日（土）
会場：パシフィコ横浜（http://www.pacifico.co.jp/）
みなとみらい線 みなとみらい駅 より 徒歩３分
JR 線・市営地下鉄 桜木町駅 より 徒歩１２分
ブース番号：C-11 岐阜女子大学／NPO 法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構

デジタルアーカイブ in 岐阜 2017 を開催します
日時：2017 年 2 月 11 日（土・祝） 10:30～16:00
主催：特定非営利活動法人 日本デジタル・アーキビスト資格認定機構
共催：岐阜女子大学
後援：岐阜県教育委員会（予定）、日本教育情報学会、特定非営利活動法人日本アーカイブ協会
会場：岐阜女子大学文化情報研究センター（岐阜市明徳町 10 杉山ビル）
図書館とデジタルアーカイブの未来
基調講演
10：3012：00

柳 与志夫（やなぎよしお）氏 東京大学大学院情報学環教授
図書館と電子図書館、アーカイブとアーカイブズ、アーカイブとデジタルアーカイブ、そして図書館
とアーカイブ、電子図書館とデジタルアーカイブ、さらに 図書館とデジタルアーカイブ、これらの 2 項
関係はただの言葉の綾に過ぎないのだろうか。それとも、そこには情報・知識に関わる概念的・思想
的な背景がある のだろうか。普段は技術論的・管理運営論的なアプローチがされがちなデジタルア
ーカイブについて、もう一度原理的な問題を考えてみたい。
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次期学習指導要領と
アクティブラーニング
文部科学省生涯学習政策局 下村昌弘氏
観光とデジタルアーカイブ
〜高山市の事例〜

タブレット端末を利用した
観光情報提供システム
小浜市 商工観光課

鳥類音声データベース：

地図情報の魅力

生態情報デジタルアーカイブの試み
国立科学博物館 濱尾章二氏

ビジネスアーカイブズとデジタル社会
渋沢栄一記念財団 松崎裕子氏

調整中

奈良教育大学 教授 小柳和喜雄氏

高山市商工観光部 藤原一也氏

企業を変える 戦略を生む：
デジタル
アーカイブ

アクティブラーニングと ICT 教育

下仲隆浩氏

～広く活用を図るために～
岐阜県図書館 松家隆弘氏

なぜ大量のレシピが集まってくれたのか
クックパッド株式会社 伊尾木将之氏

デジタルアーカイブコンクール 表彰式
※昨年度出展企業

企業展示

富士通株式会社 ・ シャープビジネスソリューション ・ TRC-ADEAC 株式会社
株式会社協同ネットワークス ・ サンメッセ株式会社 ・ アイティクリップス
株式会社ナリカ ・ パナソニック システムネットワークス株式会社
メディアサイト株式会社

デジタルアーカイブ研究会
16：30-19：00
詳しくはホームページをご覧ください。（http://www.gijodai.ac.jp/dagifu/）
※「デジタルアーカイブ in 岐阜 2017」では上級デジタル・アーキビスト資格講座が併せて開催されます。
受講条件に当てはまる方は是非ご参加ください。

各種デジタル・アーキビスト資格取得講座 が開催されます
１．準デジタル・アーキビスト資格取得講座

（社会人対象

1 日コース）

座学・実習（６０分）
・認定試験（９０分）
①東京

平成 28 年 11 月 19 日（土）10:00～18:00
会場：TRC 図書館流通センター株式会社（本社）

②東京

平成 29 年 2 月 18 日（土）10:00～18:00
会場：TRC 図書館流通センター株式会社（本社）

③岐阜

平成 29 年 3 月 12 日（日）9:00～17:00
会場：岐阜女子大学 文化情報研究センター

２．デジタル・アーキビスト資格取得講座

（社会人対象

5 日間）

会場：岐阜女子大学 文化情報研究センター
日時：平成 28 年 3 月 4 日（土）10:30～17:00、5 日（日）9:30～16:30
3 月 18 日（土）10:30～16:30、19 日（日）9:30～16:30、
20 日（月・祝）9:30～15:00

認定試験 120 分

３．上級デジタル・アーキビスト資格講座（取得５年以上経過の方、１日間）
受講対条件：デジタル・アーキビスト資格を取得後 5 年経過し、デジタルアーカイブ関連業務
に従事している方
実習会場：岐阜女子大学 文化情報研究センター
日時：2 月 11 日（土・祝） 10:30～16:00

１～４の講座に関する問い合わせ先
NPO 法人

日本アーカイブ協会

〒500-8813

岐阜市明徳町 10

電話：058-263-4155

杉山ビル５F

E-mail：shikaku@npo-nak.com

URL: http://www.npo-nak.com/

事務局より

お知らせと報告

デジタルアーカイブ学会設立に向けて動いています

お知らせ

国内外のデジタルアーカイブをめぐる諸状況の把握を前提に、我が国における国レベルの学
術電子コンテンツ・デジタルアーカイブ構築に向けた理論的課題の整理と解決に向けて、東京
大学大学院情報学環が中心となりデジタルアーカイブ学会の設立が検討されています。本機
構においてもこれに賛同し、人材育成の要として役割を担っていく予定であります。HP などで資
格取得者の皆様にも随時ご案内していく予定ですが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

上級デジタル・アーキビスト資格講座が開設しました

お知らせ

社会人として現場で活躍している資格取得者の方の更なるステップアップの機会として、
NPO 法人日本アーカイブ協会との共催にて上級デジタル・アーキビスト資格講座が今年度より
開設しました。詳しくは日本アーカイブ協会の HP（http://www.npo-nak.com/）をご覧ください。
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（2016 年 10 月 1 日現在）

取得者数

上級デジタル・アーキビスト

１２０名

デジタル・アーキビスト

４０５名

準デジタル・アーキビスト

２２６３名

デジタルアーカイブクリエータ
（旧：デジタルアーカイブ・コーディネータ）

全取得者数

３２６４名

４７６名

役員
会

長

：後藤 忠彦（前日本教育情報学会会長、岐阜女子大学学長）

常務理事：生田 孝至（日本視聴覚教育協会会長、岐阜女子大学図書館長、前新潟大大学副学長）
理

事 ：佐々木 正峰（文化財建造物保存技術協会理事長、元文化庁長官、元文部省高等教育局長）

理

事 ：齊藤

理

事 ：和田 正人（白川郷 和田家当主）

監

事 ：安藤 久夫（NPO 法人日本アーカイブ協会理事長）

昌典（凸版印刷株式会社西日本事業本部関西情報コミュニケーション事業部取締役事業部長）

事務局長 ：井上 透（岐阜女子大学）
■
□

事 務 所：岐阜女子大学文化情報研究センター内
東日本支部：常磐大学コミュニティー振興学部 坂井研究室内
養成機関
岐阜女子大学、常磐大学、別府大学、東北文教大学短期大学部、沖縄女子短期大学、上田女子短期大学、
NPO 法人日本アーカイブ協会、札幌学院大学、島根大学（教育・学生支援機構 生涯教育推進センター）

NPO 法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構〈JDAA〉
http://jdaa.jp/

問い合わせ：E-mail：info@npo-jcbda.jp

