
 

99.. 図図書書館館ススタタッッフフのの活活動動  

99..11.. 執執筆筆    （（））→→22000088..33..3311現現在在のの所所属属記記載載。。  

吉吉田田  正正彦彦（（図図書書館館長長，，文文学学部部教教授授））  

教育の場としての明治大学図書館 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.1～3 2008.3 

広広沢沢  絵絵里里子子（（副副館館長長，，商商学学部部教教授授））  

図書館の教育力－図書館活用法とゼミツアー ｢大学時報」（私立大学連盟）№315 p.42～45 

2007.7 

「教育の場」としての図書館の積極的活用 『文部科学省特色ある大学教育支援プログラム事例集 

平成 19 年度』（大学基準協会） p.291～298 2007.12 

「図書館活用法」の課題 『図書館の持つ教育力について考える 特色ある大学教育支援プログラ

ム（特色ＧＰ）ワークショップ報告』（明治大学） p.15～17 2008.3 

下下川川  環環（（図図書書委委員員，，法法学学部部教教授授））  

図書館ゼミツアーと教育効果 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.4～8 2008.3 

丸丸川川  哲哲史史（（図図書書委委員員，，政政治治経経済済学学部部教教授授））  

谷川雁『原点が存在する』 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.198～199 2008.3 

飯飯澤澤  文文夫夫（（図図書書館館事事務務長長））  

『地方史文献年鑑－郷土史研究雑誌目次総覧 2005』（岩田書院） 648p 2007.4 

地方史研究雑誌目次速報 「地方史情報」082～086 2007.4～2008.2 

明治大学と三省堂書店－本の街で共に歩んだ 125 年 「Mstyle」10 p.7 2007.5 

明治大学図書館におけるアウトソーシング－サービスの拡大・多様化・高度化に向けて 「情報の

科学と技術」57-7 p.331～336 2007.7 

書誌調査からみた尾佐竹猛－明治大学での事蹟を中心に 『尾佐竹猛研究』（日本経済評論社） 

p.309～364 2007.10 

「教育の場」としての図書館の積極的活用 『文部科学省特色ある大学教育支援プログラム事例集 

平成 19 年度』（大学基準協会） p.291～298 2007.12 

尾佐竹猛 『近現代日本人物史料情報辞典 3』（吉川弘文館） p.88～89 2007.12 

神保町の臍 『書誌アクセスという本屋があった－神保町すずらん通り 1976-2007』（右文書院） 

p.64～65 

中中村村  正正也也（（図図書書館館管管理理ググルルーーププ））  

翻刻 布施辰治『辰治在京費控帳』 「大学史紀要」 第 12 号 p.139～193 2008.1 

布施辰治著作目録 『布施辰治著作集 別巻』（ゆまに書房） p.11～81 2008.1 

布施辰治著作集 13 巻 解題 『布施辰治著作集 13 巻』（ゆまに書房） [1]～[8] 2008.1 

布施辰治著作集 14,15 巻 解題『布施辰治著作集 14,15 巻』（ゆまに書房） [1]～[8]  

2008.1 

吉吉田田  千千草草（（図図書書館館管管理理ググルルーーププ））  

延世大学校中央図書館を利用・見学して ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.50～64 

2008.3 

柴柴尾尾  晋晋（（図図書書館館管管理理ググルルーーププ））  

アメリカにおける大学図書館利用者教育の視察報告 『図書館の持つ教育力について考える 特色

ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）ワークショップ報告』（明治大学） p.100～108 

2008.3 

「江戸文藝文庫」新収書目一覧－2005・2006 年度 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.263～

271 2008.3 

久久松松  薫薫子子（（図図書書館館管管理理ググルルーーププ））  

大学図書館のアウトリーチサービス（3） ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.248～252 

2008.3 

永永田田  由由香香利利（（図図書書館館管管理理ググルルーーププ））  

図書館自主研修グループ報告 蘆田文庫研究会中間報告 2 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 

p.234～244 2008.3 
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伊伊藤藤  光光郎郎（（中中央央図図書書館館ググルルーーププ））  

•• アメリカにおける大学図書館利用者教育の視察報告 『図書館の持つ教育力について考える 特色

ある大学教育支援プログラム（特色ＧＰ）ワークショップ報告』（明治大学） p.100～108 

2008.3 

鈴鈴木木  秀秀子子（（中中央央図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 図書館貴重書紹介『テレンティウス「喜劇集」リヨン ジャン・トレクセル刊 1493 年』｢図書の

譜：明治大学図書館紀要」12 p.189～197 2008.3 

飯飯塚塚  貴貴子子（（中中央央図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 図書館自主研修グループ報告 蘆田文庫研究会中間報告 2 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 

p.234～244 2008.3 

西西脇脇  亜亜由由子子（（中中央央図図書書館館ググルルーーププ））  

•• Springer Librarian Advisory Board(LAB)meeting に参加して｢図書の譜：明治大学図書館紀要」

12 p.216～220 2008.3 

矢矢野野  恵恵子子（（中中央央図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 留学生のための英語による図書館利用支援の現状｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.30～34 

2008.3 

•• 「図書館広報実践講座」報告 図書館広報実践講座パート 2を受けて－利用者にとって「面白い」

企画・広報を 「図書館雑誌」Vol. 101, No. 11 p.771 

菊菊池池  亮亮一一（（和和泉泉図図書書館館ググルルーーププ））  

••   図書館自主研修グループ報告 蘆田文庫研究会中間報告 2 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 

p.234～244 2008.3 

梅梅林林  千千香香子子（（前前和和泉泉図図書書課課））  

•• 2007 年度版木勉強会活動報告 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.245～247 2008.3 

畑畑野野  繭繭子子（（和和泉泉図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 和泉図書館におけるゼミツアーについて ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.9～24 2008.3 

•• 図書館自主研修グループ報告 蘆田文庫研究会中間報告 2 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 

p.234～244 2008.3 

小小野野  聡聡（（和和泉泉図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 和泉図書館におけるゼミツアーについて ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.9～24 2008.3 

高高橋橋  美美子子（（生生田田図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 「江戸文藝文庫」新収書目一覧－2005・2006 年度 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.263～

271 2008.3 

平平田田  ささくくらら（（生生田田図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 図書館自主研修グループ報告 蘆田文庫研究会中間報告 2 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 

p.234～244 2008.3 

豊豊満満  朝朝子子（（生生田田図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 生田図書館員出張講義 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.9～24 2008.3 

土土田田  大大輔輔（（生生田田図図書書館館ググルルーーププ））  

•• 食料・環境問題を考える本 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」12 p.42～49 2008.3 

 

99..22.. 行行事事・・会会合合等等出出席席  

日日本本図図書書館館協協会会関関係係  
●全国図書館大会（10 月 29～31 日） 日比谷公会堂 吉田正彦  大野友和  

   坂口雅樹  土田大輔  

   小倉葉子 

私私立立大大学学図図書書館館協協会会関関係係  
●東地区部会（6月 22 日） 国際基督教大学 吉田正彦  浮塚利夫  

   土田大輔 

●総会・研究大会（9月 7～8日） 立教大学 吉田正彦  飯澤文夫 
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   坂口雅樹  福田留理子 

   折戸晶子 

●国際図書館協力シンポジウム（2月 26 日） 

慶應義塾大学 飯澤文夫 

私私立立大大学学図図書書館館ココンンソソーーシシアアムム（（PPUULLCC））  
●全体会（12 月 14 日）   関西学院大学  高橋美子 

●幹事会  

（5 月 21 日） 早稲田大学 折戸晶子 

（12 月 3 日） 早稲田大学 高橋美子  折戸晶子 

（3月 11 日） 早稲田大学 高橋美子 

●版元交渉 

（5月 29 日） 早稲田大学 折戸晶子  豊満朝子 

（7月 10 日） 早稲田大学 豊満朝子  杉谷美和 

（7月 11 日） 早稲田大学 高橋美子  折戸晶子 

（7月 13 日） 早稲田大学 折戸晶子 

（7月 17 日） 早稲田大学 杉谷美和 

（7月 18 日） 早稲田大学 折戸晶子 

（7月 20 日） 東京大学 折戸晶子 

（7月 31 日） 早稲田大学 豊満晶子 

（8月 2日） 早稲田大学 折戸晶子 

（8月 6日） 早稲田大学 飯澤文夫  折戸晶子 

豊満晶子 

（8月 23 日） 早稲田大学 折戸晶子 

（8月 24 日） 早稲田大学 杉谷美和 

（8月 27 日） 早稲田大学 飯澤文夫 

（8月 28 日） 早稲田大学 飯澤文夫 

（8月 31 日） 早稲田大学 折戸晶子 

（9月 3日） 早稲田大学 高橋美子 

●版元説明会（9月 12 日）      早稲田大学          飯澤文夫  高橋美子 

杉谷美和  折戸晶子 

●ワークショップ「Unlocking Librarians’Potential - 図書館員の可能性を解き放とう」 

（3月 25 日） 東京コンファレンスセンター 高橋美子  折戸晶子 

  平田さくら 豊満朝子 

  久松薫子 

山山手手線線沿沿線線私私立立大大学学図図書書館館ココンンソソーーシシアアムム  
●コンソーシアム利用 WG 

（7 月 27 日） 明治大学 浮塚利夫  杉林真由美 

（10 月 12 日） 立教大学 西脇亜由子 

（12 月 14 日） 立教大学 坂口雅樹  中林雅士 

●コンソーシアム会議（11 月 27 日） 立教大学   伊藤光郎 

●コンソーシアム研修会（3月 18 日） 明治学院大学  鈴木秀子  西脇亜由子 

 矢野恵子  久松薫子 

 小倉葉子 

法法律律図図書書館館連連絡絡会会  
●●連絡会打ち合わせ会（7月 24 日）  明治大学   浮塚利夫 

●連絡会総会・交流会（10 月 12 日） 法政大学   浮塚利夫 

千千代代田田区区内内大大学学図図書書館館・・区区立立図図書書館館連連絡絡会会議議  
（5月 15 日）  千代田図書館 浮塚利夫  杉林真由美 

（3月 5日）  千代田図書館 坂口雅樹 

杉杉並並区区図図書書館館ネネッットトワワーークク  
●ネットワーク会議 
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（5月 16 日・7月 4日） 杉並区中央図書館 中村正也 

（10 月 17 日）  杉並区中央図書館 中村正也  小野聡 

●講演会「作家が語る 入江観の世界」（10 月 6 日） 

  杉並区中央図書館 中村正也  小野聡 

●情報リテラシー講座 

（7月 17 日・7月 18 日） 済美教育センター 中村正也 

（9月 5日）  済美教育センター 中村正也  小野聡 

（3月 26 日）  済美教育センター 小野聡 

理理工工系系大大学学図図書書館館情情報報交交換換会会  
（11 月 2 日）  東京理科大学 高橋美子  平田さくら 

特特色色ＧＧＰＰ関関係係（講師，報告者，または説明者としての参加。一部他項目と重複） 

●ヒアリング（7月 17 日）       私学会館          広沢絵里子 飯澤文夫 

●特色ある大学教育支援プログラムフォーラム 

（10 月 19 日）札幌会場 札幌コンベンション 広沢絵里子 飯澤文夫 

 センター 

（11 月 8 日） 福岡会場 アクロス福岡 大野友和 

（11 月 19 日）大阪会場 大阪国際交流センター 中村正也 

（2月 9日）  横浜会場 パシフィコ横浜 広沢絵里子 飯澤文夫 

●ライブラリ・コネクト・セミナ 2007 

（7 月 2 日） 東京会場 KFC ビル 飯澤文夫 

（7月 3日） 京都会場 京都リサーチパーク 飯澤文夫 

●国公立私立大学図書館協力委員会主宰平成 19 年度シンポジウム（11 月 8 日） 

 パシフィコ横浜  広沢絵里子 

●私立大学情報教育協会平成 19 年度情報職員研修会（11 月 6 日～9日） 

 浜名湖ロイヤルホテル 菊池亮一 

●法政大学第 5回ＦＤシンポジウム（12 月 1 日） 

 法政大学 広沢絵里子 

●アメリカ大学図書館視察（2月 18 日～25 日） 

 マサチューセッツ大学･スミス大学  伊藤光郎  柴尾晋 

 ニューヨーク大学（アメリカ）  

●図書館の持つ教育力について考える 

特色ある大学教育支援プログラム 明治大学 吉田正彦  広沢絵里子 

（特色ＧＰ）ワークショップ （3月 11 日） 伊藤光郎  柴尾晋 

  

学学外外委委員員  
●私大図書館協会東地区部会研究部研修委員長（2006.4.1～2008.3.31） 浮塚利夫 

●日本農学図書館協議会理事（2007.4.22～2008.5.31） 高橋美子 

●日本農学図書館協議会会誌編集委員（2006.6.1～2008.5.31） 折戸晶子 

●私大図書館協会ホームページ委員会委員（2006.4.1～2007.3.31） 中林雅士 

●私立大学キャンパスシステム研究会第四分科会運営委員（2005.4.1～2008.3.31） 

  久保木和義 

●NII 学術コンテンツ運営・連携本部図書館連携作業部会次世代目録 WG   

（2007.4.1～2008.3.31） 柴尾晋 

●NII 国際学術情報流通基盤整備事業運営委員（2007.4.1～2008.3.31） 柴尾晋 

●『大学図書館研究』編集委員（2007.4.1～2008.3.31） 柴尾晋 

 

99..33.. 講講習習会会等等受受講講  

文文化化庁庁  
●図書館職員等著作権実務講習会（12月 18 日～20 日） 

  国立オリンピック記念 久松薫子  鬼丸禎子 
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   青少年総合センター  

国国立立情情報報学学研研究究所所  
●平成 19 年度第 3回目録システム講習会（雑誌コース）（7月 18 日～20 日） 

   国立情報学研究所  宮澤順子 

●平成 19 年度第 2回 ILL システム講習会（7月 12～13 日） 

 国立情報学研究所  小倉葉子 

●CSI 委託事業報告交流会（7月 3日） ベルサール九段  丸山郁太郎 梅田順一 

●図書館広報実践講座「パスファインダーをつくろう！」（7月 10 日～11 日） 

   国立情報学研究所  久松薫子 

私私立立大大学学図図書書館館協協会会  
●私大図書館協会東地区部会研究部第 1回研修会（6月 28 日～29 日） 

  早稲田大学  鬼丸禎子 

●私大図書館協会東地区部会研究部企画広報研究部会（8月 28 日） 

  国立情報学研究所  梅林千香子 久松薫子 

    矢野恵子 

●私大図書館協会東地区部会研究部第 2回研修会（11 月 29 日～30 日） 

  東京理科大学  飯塚貴子  畑野繭子 

図図書書館館総総合合展展  
●図書館総合展フォーラム（11 月 7 日～9日）パシフィコ横浜  飯澤文夫  坂口雅樹 

 西脇亜由子 折戸晶子 

 畑野繭子  高橋美子 

 平田さくら 

そそのの他他  
●図書館司書講習会（7月 20 日～9月 13 日） 明治大学  永田由香利 

  

学学外外  
●トムソンサイエンティフィックフォーラム（6月 12 日） 

  大手町サンケイプラザ 高橋美子  折戸晶子 

    平田さくら 

●第 3回学術情報ソリューションセミナー（6月 29 日） 

   ヴィラフォンテーヌ汐留 折戸晶子  豊満朝子 

●教育著作権セミナー（6月 25 日） 東京大学   丸山郁太郎 梅田順一 

         弥生講堂一条ホール 

●（財）文化財虫害研究所主催文化財虫菌害保存対策研修会（7月 26 日～27 日） 

  日本青年館ホテル  畑野繭子 

●第 8回西洋古典資料保存講習会（7月 23 日～25 日） 

  一橋大学   伊藤朋子 

●私立大学情報教育協会平成 19 年度情報職員研修会（11 月 6 日～9日） 

 浜名湖ロイヤルホテル 菊池亮一  矢野恵子 

●NAIST 電子図書館講座（11 月 1～2日） 奈良先端科学技術  西脇亜由子 

   大学院大学 

●機関リポジトリシステム運用ヒアリング（7月 23 日） 

  同志社大学総合  丸山郁太郎 

  情報センター 

●機関リポジトリシステム運用ヒアリング（10 月 9日） 

  法政大学図書館  丸山郁太郎 梅田順一 

●第 111 回 農学図書館情報セミナー （10 月 9 日）   

  東京農業大学  平田さくら 

●国公立私立大学図書館協力委員会主催平成 19 年度シンポジウム（11 月 8 日） 

  横浜パシフィコ  飯澤文夫  高橋美子 
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    小野聡   平田さくら 

●第 3回アジア古籍保全講習会（11 月 20 日）東京大学  飯塚貴子 

●法政大学第 5回 FD シンポジウム（12 月 1 日） 

  法政大学   柴尾晋   畑野繭子 

●スエッツ電子部品・スエッツワイズライブラリーセミナー（12月 14 日） 

 スエッツ社  折戸晶子  杉谷美和 

●日本古典籍講習会（1月 16～18 日） 国会図書館  関口則枝 

●ＯＣＬＣセミナー（2月 1日）  早稲田大学  飯澤文夫  仲山加奈子 

  

99..44.. 講講師師等等  

学学部部間間共共通通総総合合講講座座  
●日本近代史と明治大学（7月 12 日）    中村正也 

リリババテティィアアカカデデミミーー  
●西洋古版本の手ほどき（4月 20 日，5月 18 日，6月 15 日， 

7 月 20 日，9月 21 日，10 月 19 日，11 月 16 日，12 月 14 日） 鈴木秀子 

●明大人の遺産（2） 山崎今朝彌の生涯と思想(1)（11 月 17 日） 飯澤文夫 

司司書書講講習習（（リリババテティィアアカカデデミミーー））  
●資料組織演習（8月 6～21 日）     高橋美子 

●レファレンスサービス演習（9月 3～8日）   平田さくら 

●資料特論（日本の書物）（9月 10～11 日）             飯澤文夫 

●情報機器論（9月 10～11 日）                   菊池亮一 

●図書館特論 （1）大学図書館論（9月 12～13 日）         大野友和 

  

学学外外  
●ライブラリ・コネクト・セミナ 2007                飯澤文夫 

（7月 2日） 東京会場 KFC ビル 

（7月 3日） 京都会場 京都リサーチパーク 

●杉並区図書館ネットワーク 図書館リテラシー講座（7月 17 日・18 日） 

 杉並区立済美教育センター 中村正也 

●杉並区立図書館ネットワーク 情報リテラシー講座（9月 5日）（3月 26 日） 

 杉並区立済美教育センター 小野聡 

●私立大学図書館協会研究大会（9月 7日） 立教大学  中林雅士 

●国公立私立大学図書館協力委員会主宰平成 19 年度シンポジウム（11 月 8 日） 

  パシフィコ横浜  広沢絵里子 

●法政大学第 5回 FD シンポジウム（12 月 1 日） 

 法政大学 広沢絵里子 

●PULC ワークショップ「Unlocking Librarians’Potential 

- 図書館員の可能性を解き放とう」 飯澤文夫 

（3月 24 日）大阪会場  千里ライフサイエンスセンター 

（3月 25 日）東京会場  東京コンファレンスセンター  

  

99..55.. 海海外外研研修修・・視視察察・・会会議議  

●韓国語短期課程留学（8月 5～25 日） 延世大学校韓国語学堂（韓国） 吉田千草 

●Springer LAB meeting（1 月 17～20 日） ホーチミン（ヴェトナム） 西脇亜由子 

●アメリカ大学図書館視察（2月 18 日～25 日） 

  マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 大 学 ･ ス ミ ス 大 学 ・ 伊藤光郎  柴尾晋 

   ニューヨーク大学（アメリカ）  
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