
 

9 図書館スタッフの活動  

9.1 執筆  （）内は 2009.3.31 現在の所属 

吉田 正彦（図書館長，文学部教授） 
• 図書館を新たな知の創造の場に ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」13 p.1-3 2009.3 

広沢 絵里子（副館長，商学部教授） 
• 明治大学 『教育の場』としての図書館の積極的活用（発見！教育プログラム）[インタビュー] 

「私立中高進学通信」 2008.12 ｐ.164-165 

• 教育力の評価と構築に向けて ＩＤＥ大学協会『ＩＤＥ 現代の高等教育』No. 510  p.16-21 

2009 年 5 月号（今月のテーマ≪学習環境としての大学図書館≫） （※執筆は 2009 年 3 月） 

飯澤 文夫（学術・社会連携部長） 
• 地方史文献年鑑―郷土史研究雑誌目次総覧― 2006』（岩田書院） 659ｐ 2008.4 

• 地方史研究雑誌目次速報 「地方史情報」087～091 2008.4～2009.3 

• 東大にはなぜ校歌がないのか（大学史の散歩道 89） 「Mstyle」019 ｐ.10 2008.7 

• 無念―『家』の思想／よしわかった 『野の学びの史譜 後藤総一郎語録』（梟社） ｐ.21／

ｐ.145 2008.10 

•  [後藤総一郎]著作年譜 『野の学びの史譜 後藤総一郎語録』（梟社） ｐ.298-341 2008.10 

• 明治大学 『教育の場』としての図書館の積極的活用（発見！教育プログラム）[インタビュー] 

「私立中高進学通信」 2008.12 ｐ.164-165 

• 図書館を通じて育てる自立した「個」 「明治」41 ｐ.18 2009.1 

• 山崎今朝弥と郷土 「大学史紀要」13 ｐ.82-110 2009.3 

• 山崎今朝弥年譜（稿） 「大学史紀要」13 ｐ.111-126 2009.3 

• 川岸村出身の人権派弁護士山崎今朝彌と辰野（調査ノート） 「辰野町資料」100 ｐ.33-35 

2009.3 

• 座談会 図書館の持つ教育力について考える 「図書の譜：明治大学図書館紀要」13 ｐ.4-34 

2009.3 

中村 正也（図書館管理グループ） 
• 借家人同盟の演説会ビラにみる関東大震災後の布施辰治の活動 「大学史紀要」第 13 号 p.199-

239 2009.3 

柴尾 晋（図書館管理グループ） 
• 「教育の場」としての図書館の積極的活用 : 図書館の持つ「教育力」を教育に活かす明治大学図書館の取り組みについて LISN (リス

ン) Library & information science news. no.137. p.6-9. 2008.9 

• 「特色 GP『教育の場』としての図書館の積極的活用」の取り組み 短期大学図書館研究 28 p.17-

22 2009.3 

• 「2008 年度版木勉強会活動報告」 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」13 p.174-177 2009.3 

久松 薫子（図書館管理グループ） 
• ケベック州立図書館訪問記 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」13 p.63-70 2009.3 

• 「図書館活用法」プログラム評価活動報告 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」13  p.35-50 

2009.3 

伊藤 光郎（中央図書館グループ） 
• ILL の文献画像システム(DDS)普及化への期待―米国の大学図書館視察の印象を起点としてー ｢図書

の譜：明治大学図書館紀要」13 p.119-129 2009.3 

鈴木 秀子（中央図書館グループ） 
• 西洋古版本をめぐる旅―プランタン・モレトゥス博物館を訪ねて｢図書の譜：明治大学図書館紀要」

13 p.155-161 2009.3 

西脇 亜由子（中央図書館グループ） 
• 「図書館活用法」プログラム評価活動報告｢図書の譜：明治大学図書館紀要」13 p.35-50 2009.3 

矢野 恵子（中央図書館グループ） 
• 「図書館活用法」プログラム評価活動報告｢図書の譜：明治大学図書館紀要」13 p.35-50 2009.3 

平田 さくら（生田図書館グループ） 
• 教育力としての生田図書館ギャラリー－Gallery ZERO の展示活動 ｢図書の譜：明治大学図書館紀

要」13 p.51-62 2009.3 

鬼丸 禎子（生田図書館グループ） 
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• 教育力としての生田図書館ギャラリー－Gallery ZERO の展示活動 ｢図書の譜：明治大学図書館紀

要」13 p.51-62 2009.3 

 

9.2 行事・会合等出席 

日本図書館協会関係 
●全国図書館大会（9月 18～19 日） 神戸ポートピアホール他 坂口雅樹  折戸晶子 

   永田由香利  

私立大学図書館協会関係 
●東地区部会・館長会（6月 13 日） 玉川大学 吉田正彦  浜口稔 

研究講演会   大野友和  坂口雅樹 

   鈴木秀子  矢野恵子 

●総会・研究大会（9月 11～12 日） 國学院大学 吉田正彦  大野友和 

   飯澤文夫  坂口雅樹 

   畑野繭子 

●研修会（10 月 23～24 日） 明治大学 折戸晶子  平田さくら

   畑野繭子 

●研究交流会（11 月 14 日） 東京経済大学 平田さくら 安田さなえ 

私立大学図書館コンソーシアム（PULC） 
●全体会（12 月 19 日）   早稲田大学  菊池亮一  小野聡 

        西脇亜由子 久松薫子 

●幹事会  

（5月 28 日） 早稲田大学 飯澤文夫  久松薫子 

（7月 24 日） 早稲田大学 飯澤文夫 

（9月 11 日） 早稲田大学 小野聡 

（12 月 19 日） 早稲田大学 菊池亮一  小野聡 

  久松薫子  西脇亜由子 

（3月 17 日） 早稲田大学 菊池亮一  西脇亜由子 

  久松薫子 

●版元交渉 

（5月 28 日）  早稲田大学 久松薫子 

（7月 24 日）  早稲田大学 久松薫子 

（7月 31 日）  早稲田大学 小野聡 

（8月 5日） 早稲田大学 久松薫子 

（8月 22 日）  早稲田大学 小野聡 

（8月 29 日）  早稲田大学 久松薫子 

（9月 4日）  早稲田大学 久松薫子 

（9月 9日）  早稲田大学 西脇亜由子 

 

●版元説明会（9月 19 日）  明治大学           飯澤文夫  菊池亮一 

小野聡   久松薫子 

西脇亜由子 

国立情報学研究所 
●NII オープンハウス（6月 5日～6日） NII   飯澤文夫  坂口雅樹 

 明治大学の図書館リテラシー教育    折戸晶子  柴尾晋 

 ―「教育の場」としての図書館の積極的活用―   平田さくら 梅田順一 

        矢野恵子 

●コンソーシアム幹事連絡会（3月 11 日） 立教大学   飯澤文夫  菊池亮一 

●コンソーシアム幹事連絡会（3月 11 日） 立教大学   飯澤文夫  菊池亮一 

山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム 
●コンソーシアム利用 WG 

（12 月 11 日） 國學院大学 永田由香利 

（3月 11 日） 立教大学 永田由香利 

●コンソーシアム幹事連絡会（7月 2日） 立教大学   飯澤文夫  坂口雅樹 
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●コンソーシアム幹事連絡会（3月 11 日） 立教大学   飯澤文夫  菊池亮一 

農学図書館関係 
●2008 年度第 3回日本農学  東京農業大学  伊藤光郎 

図書館協議会理事会（3月 14 日）  

法律図書館連絡会 
●基礎講座（7月 4日）   國學院大学  吉田千草 

●2009 年度総会打ち合わせ  明治大学   菊池亮一  坂口雅樹 

（1月 21 日）       吉田千草 

杉並区図書館ネットワーク 
●ネットワーク会議  杉並区中央図書館 菊池亮一  畑野繭子 

（6月 18 日・9月 3日）  

●講演会「源氏物語千年 どう読まれてきたか」 高千穂大学 菊池亮一  畑野繭子 

（10 月 4 日）     

●ネットワーク情報リテラシー講座 済美教育センター 畑野繭子 

（1月 20 日・主催：女子美術大学） 

理工系大学図書館情報交換会 
（3月 9日） 生田図書館 伊藤光郎  久保木和義 

   豊満朝子  平田さくら 

特色ＧＰ関係（講師，報告者，説明者,見学者としての参加。他項目と一部重複） 

●NII オープンハウス（6月 5日～6日） NII   飯澤文夫  坂口雅樹 

明治大学の図書館リテラシー教育   折戸晶子  柴尾晋 

―「教育の場」としての図書館の積極的活用―   平田さくら 梅田順一 

        矢野恵子 

●2008 年度東地区部会研究講演会 講師 玉川大学   広沢絵里子 

（6月 13 日）  

●国内図書館視察   松山大学 愛媛大学 坂口雅樹  梅田順一 

（9月 25 日～26 日）  畑野繭子 

●琉球大学図書館講演会 講師  琉球大学   広沢絵里子 飯澤文夫 

（10 月 10 日）   

●私立短期大学図書館協議会  日本図書館協会  柴尾晋 

（10 月 17 日） 

●平成 20 年度大学職員情報化研究講習会 浜松湖ロイヤルホテル 飯澤文夫 

応用コース 図書館員による学習支援 

（10 月 15 日～16 日） 

●私立大学図書館協会東地区部会研究部 明治大学中央図書館 矢野恵子  久松薫子 

研修会事例報告明治大学図書館「図書館活用法」 西脇亜由子 

（10 月 23 日～24 日）   

●国内図書館視察   同志社大学 近畿大学 菊池亮一  坂口雅樹 

（12 月 11 日～12 日）      久保木和義 畑野繭子 

  小倉葉子  

●アメリカ大学図書館視察  ワシントン大学  矢野恵子 

（8月 4日～9日）  

●特色ＧＰ学内報告会（12 月 5 日） 明治大学   矢野恵子 

「教育の場としての図書館の積極的活用」 

●イギリス大学図書館視察  ロンドン大学  折戸晶子  鈴木秀子 

（1月 20 日～29 日） ケンブリッジ大学 

 オックスフォード大学 

●アメリカ大学図書館視察  ハワイ大学  平田さくら 矢野恵子 

（2月 17 日～21 日）  

●特色ＧＰ報告会   明治大学   折戸晶子  畑野繭子 

（2月 27 日） 

理工学研究分科会 
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（6月 27 日） 日本大学理工学部図書館 平田さくら 

（3月 11 日） 中央大学理工学部図書館 平田さくら 

学外委員・会員 
●私大図書館協会東地区部会研究部研修委員（2008.4.1～2010.3.31） 矢野恵子 

●日本農学図書館協議会理事（2008.5.31～2008.9.31） 高橋美子 

（2008.9.1～2009.4.30） 伊藤光郎 

●日本農学図書館協議会会誌編集委員（2008.6.1～2009.5.31） 久保木和義 

●私大図書館協会ホームページ委員会委員（2006.4.1～2008.3.31） 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（2005.4.1～2009.3.31） 

  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   

（2007.4.1～2009.3.31）      柴尾晋 

●NII 国際学術情報流通基盤整備事業運営委員（2007.4.1～2009.3.31） 柴尾晋 

●『大学図書館研究』編集委員（2007.4.1～） 柴尾晋 

●私立大学図書館協会東地区部会研究分科会会員 理工学研究分科会（2008．4,1～2010.3.31）  

平田さくら 

 

9.3 講習会等受講 

文化庁 
●図書館職員等著作権実務講習会  東京大学   小倉葉子 

（9月 10 日～12 日） 

国立情報学研究所 
●平成 20 年度第 4回目録システム講習会 国立情報学研究所  永田由香利 

（図書コース）（7月 9日～11 日）  

●平成 20 年情報リテラシー教育  国立情報学研究所  畑野繭子 

担当者研修（11 月 19～21 日）  

●平成 20 年大学図書館職員短期研修 国立情報学研究所  小倉葉子 

（11 月 10～13 日）  

●CSI 委託事業報告交流会  国立情報学研究所  小野聡   梅田順一 

（6月 12 日～13 日）  角祐二郎 

私立大学図書館協会 
●私大図書館協会東地区部会  東京経済大学  平田さくら 安田さなえ 

研究会（交流会）（11 月 14 日） 

●私大図書館協会東地区部会  明治大学図書館  平田さくら 畑野繭子 

研究部研修会（10 月 23 日～24 日）    

図書館総合展 
●図書館総合展フォーラム  パシフィコ横浜  鈴木秀子  平田さくら 

（11 月 27 日～28 日）   豊満朝子  久松薫子  

  仲山加奈子 安田さなえ 

その他（図書館視察） 
●東京大学駒場図書館視察  東大駒場図書館  福本富子  畑野繭子 

（11 月 27 日）   小倉葉子  安田さなえ 

学外 
●JapanKnowledgeフレンドシップセミナー 小学館 5階講堂  久松薫子  西脇亜由子 

2008（東京会場）(7 月 4日)    

●米国の図書館情報学教育の現状と課題 東京アメリカンセンター 伊藤光郎 

（7月 30 日） 

●平成 20 年度大学職員情報化研究講習会～応用コース 

（10 月 15 日～17 日） 浜名湖ロイヤルホテル 豊満朝子 

（10 月 15～16 日）  飯澤文夫 

●第 28 回西洋社会科学古典資料講習会 一橋大学   杉谷美和 
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（11 月 11 日～14 日）  

●国際ラウンドテーブルセッション 法政大学   吉田正彦  菊池亮一 

（12 月 4 日）   平田さくら 矢野恵子 

●第 114 回 農学図書館情報セミナー 東京農業大学  久保木和義 

（12 月 6 日）   

●首都圏農学系図書館連絡会打ち  東京農業大学図書館 伊藤光郎 

合わせ会（12 月 9 日） 

●神奈川県図書館協会研修  成蹊大学図書館  豊満朝子 

（12 月 10 日） 

●神奈川県県内大学図書館相互協力協議 慶應義塾大学理工学 平田さくら 

会・実務担当者会（12 月 11 日） メディアセンター 

●日本古典籍講習会（1月 14～16 日） 国文学研究資料館  鈴木秀子 

●「電子書籍の流通・利用・保存に関する 

調査研究」報告会 （3月 9日） 国立国会図書館 東京本館 久松薫子 

 

9.4 講師・講演等 

リバティアカデミー 
●西洋古版本の手ほどき コーディネーター   鈴木秀子 

（4月 18 日，5月 16 日，6月 20 日，7月 18 日，9月 26 日，10 月 17 日，11 月 21 日，12 月 19 日） 

司書講習（リバティアカデミー） 
●レファレンスサービス演習（9月 6～9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 

学外 
●私立大学図書館協会東地区部会研究講演会 

（6月 13 日） 玉川大学  広沢絵里子 

●慶應義塾大学授業講師 

「大学図書館から見た「大学図書館と公共図書館・地域の連携」について」 

（6月 14 日） 慶應義塾大学  中村正也 

●琉球大学図書館講演会「明治大学における「教育の場」としての図書館の積極的利用」 

（10 月 10 日） 琉球大学 広沢絵里子 飯澤文夫 

●平成 20 年度大学職員情報化研究講習会 応用コース 図書館員による学習支援 

（10 月 15 日～16 日） 浜松湖ロイヤルホテル 飯澤文夫 

●私立短期大学図書館協議会関東甲信越地区協議会研修会   

（10 月 17 日） 日本図書館協会 柴尾晋 

●CS 研第 5回第四分科会（12 月 5日） 

図書館サービスの新しい展開に向けた明治大学の挑戦 

―学術・社会連携部の下での図書館 明治大学 飯澤文夫 

 

9.5 海外研修・視察・会議 

●アメリカ大学図書館視察 ワシントン大学   矢野恵子 

（Library Assessment Conference参加を含む）（8月 4日～7日） 

●イギリス大学図書館視察 ロンドン大学図書館  鈴木秀子  折戸晶子 

（1月 20 日～29 日）  ケンブリッジ大学図書館    

    オックスフォード大学図書館 

●アメリカ大学図書館視察 ハワイ大学ハミルトン図書館  矢野恵子  平田さくら 

（2月 17 日～21 日）  ハワイ大学シンクレア図書館 
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