
9 図書館スタッフの活動  

9.1 執筆  （）内は 2011.3.31 現在の所属 
吉田 正彦（図書館長，文学部教授） 

●巻頭言 十五年を迎えた『図書の譜』     「図書の譜：明治大学図書館紀要」15 

●「聖書」 木版挿絵入り西洋初期印刷本零葉コレクションⅠ File No.02-220040-7506-a/b 

～7553-a/b 「図書の譜：明治大学図書館紀要」15  .47-118 2011.3 

伊能 秀明（中央図書館事務長） 

●大江戸捕物帳の世界』アスキー新書 160  p.176 2010.8 

●第一回明治大学図書館書評コンテストの舞台裏 「図書の譜：明治大学図書館紀要」15  

                         p.175-193 2011.3 

久松 薫子（図書館総務事務室） 

●「図書館活用法」プログラム評価活動報告 2 「図書の譜：明治大学図書館紀要」15  

                         p.1-19 2011.3（矢野恵子と共著） 

矢野 恵子（中央図書館事務室） 

●「図書館活用法」プログラム評価活動報告 2 「図書の譜：明治大学図書館紀要」15  

                         p.1-19 2011.3（久松薫子と共著） 

角 祐二郎（図書館総務事務室） 

●特色 GP 海外図書館視察報告「韓国の図書館におけるデジタル情報サービスと学習支援」 

 「図書の譜：明治大学図書館紀要」15          p.21-36 2011.3（西脇亜由子と共著） 

西脇 亜由子（生田図書館事務室） 

●特色 GP 海外図書館視察報告「韓国の図書館におけるデジタル情報サービスと学習支援」 

 「図書の譜：明治大学図書館紀要」15         p.21-36 2011.3（角祐二郎と共著） 

 

9.2 行事・会合等参加・出席 
日本図書館協会関係  

●全国図書館大会（9月 16 日～17 日） なら 100 年会館      白井利光 折戸晶子 

                               梅田順一 

 

私立大学図書館協会関係 

●東地区研究部研修分科会（6月 4日） 明治大学        中林雅士 

●東地区総会・研究大会（6月 11 日） 明星大学   白井利光 折戸晶子 

●東地区部会・館長会 研究講演会（6月 11 日） 明星大学     永島英明 矢野恵子 

●東地区部会研究部研修委員会             矢野恵子 

（4月 15 日）  早稲田大学 

（5月 13 日）  中央大学 

（6月 10 日）  明治大学 

（7月 1日）  専修大学 

（9月 28 日）  慶應義塾大学 

（10 月 21 日）  慶應義塾大学 

（12 月 13 日）  早稲田大学 

（3月 4日）  東京理科大学 

●『大学図書館研究』編集委員会             柴尾晋 

（6月 28 日）  一橋大学 

（11 月 24 日）  法政大学多摩図書館 

（3月 4日）  福島県立医科大学 

●東地区研修会（11 月 4～5日）  慶應義塾大学             矢野恵子 

●理工学研究分科会（12月 10 日）   日本大学理工学部図書館（船橋）   平田さくら 
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私立大学図書館コンソーシアム（PULC） 

●版元交渉（8月 3日） 早稲田大学        久松薫子 

（8月 23 日）   早稲田大学 久松薫子 

●全体会  （12 月 10 日） 立命館大学        菊池亮一 松並康子  

●幹事会  （3月 11 日） 早稲田大学 小野聡 

 

国立情報学研究所 

●NII 研修会（6月 8日）   国立情報学研究所     中林雅士 

●全国漢籍データベース協議会総会 国立情報学研究所  鈴木秀子 関口則枝 

（3月 11 日） 

 

山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム 

●コンソーシアム会議（7月 29 日・9月 24 日・11 月 8 日） 

 明治大学         菊池亮一   

●コンソーシアム利用 WG（1月 21 日） 國學院大学        久保木和義 

 

日本農学図書館協議会関係 

●理事会（4月 21 日・5月 22 日・10 月 30 日・3月 26 日） 

 東京大学 ほか      永島英明 

●総会（5月 22 日） 東京大学 永島英明 

●セミナー委員会（2月 14 日） 農林水産政策研究所    永島英明 

 

法律図書館連絡会 

●第 3回幹事会（9月 18 日） 中央大学         菊池亮一 吉田千草 

●2010 年度第 53 回総会（10 月 15 日） 上智大学         伊能秀明 吉田千草 

●法廷傍聴（1月 24 日） 東京高等裁判所      吉田千草 

 

千代田区内大学図書館・区立図書館連携関係 

●千代田区ミュージアム連絡会（7月 12 日） 

   千代田区役所       鈴木秀子 伊能秀明 

      宮澤順子 

                 （3 月 9日）明治大学 伊能秀明 鈴木秀子  

             宮澤順子 吉田千草 

             小倉葉子  

 

杉並区図書館ネットワーク 

●ネットワーク会議（6月 16 日）   杉並区中央図書館   安田さなえ 

●講演会「堀ノ内時代の福永武彦の追想」（10 月 9日） 

   杉並区中央図書館 坂口雅樹 安田さなえ 

   

理工系大学図書館情報交換会 

（12 月 8 日）  早稲田大学   永島英明 西脇亜由子 

 

特色ＧＰ関係 
●東京女子大学ＧＰ公開実績報告会（1月 17 日）東京女子大学   坂口雅樹 久保木和義 

柴尾晋 

 

理工学研究分科会 

（12 月 10 日）  日本大学理工学部図書館   平田さくら 
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[創立 130 周年]教学記念事業分科会 

（5月 27 日・7月 28 日・12 月 10 日・1月 20 日）明治大学    鈴木秀子 

 

[創立 130 周年]展示・中華街ＷＧ 

（7月 8日・10 月 14 日・12 月 8 日・1月 19 日）明治大学    鈴木秀子 

 

千代田区観光協会理事会 

●理事会（5月 20 日・6月 4日）              白井利光 

●臨時総会（11 月 29 日）              白井利光 

 

私立大学キャンパスシステム研究会関係 

●第四分科会(図書・学術情報) 

(5 月 22 日) 明治学院大学 久保木和義 

(7 月 3 日) 富士通ネットコミュニティ    久保木和義 

(8 月 26 日～28 日) 松代ロイヤルホテル 久保木和義 

(12 月 4 日) 芝浦工業大学 久保木和義 

 

学外委員・会員 

●日本農学図書館協議会理事・セミナー委員（2010.4.1～2011.3.31）  永島英明 

●私立大学図書館協会東地区部会研究部研修委員（2010.4.1～2012.3.31） 矢野恵子 

●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 

                     （2009.4.1～2012.3.31） 久保木和義 

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

●国際学術情報流通基盤整備事業運営委員会委員（2009.9.1～2011.3.31）  柴尾晋 

 

 

9.3 講習会等受講 
図書館総合展 

●図書館総合展            パシフィコ横浜     

（11 月 24 日）  畑野繭子 篠麻子 

（11 月 25 日）  柴尾晋  安田さなえ  

（11 月 26 日）  伊能秀明 坂口雅樹 

  折戸晶子 吉田千草 

  篠麻子  

 

神奈川県図書館協会 

●平成 22 年度第 2回職員研修会  国立国会図書館         永島英明 

（7月 9日） 

●平成 22 年度第 6回職員研修会  相模原市立図書館        永島英明 

（11 月 5 日）「事例から考える図書館の『自由』」 

 

日本農学図書館協議会 

●酸性紙脱酸処理技術見学会（6月 24 日）  

（株）プリザーベーション・テクノロジー・ジャパン     伊能秀明 永島英明 
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新図書館建設のための他機関視察 

●東京大学情報学環 福武ホール，弥生講堂 一条ホール視察 

（4月 15 日）  坂口雅樹  折戸晶子 

畑野繭子  安田さなえ 

    永田由香利 豊満朝子 

●早稲田大学中央図書館視察（5月 22 日）  伊能秀明  坂口雅樹 

柴尾晋 

●日本大学文理学部図書館視察（6月 23 日）   折戸晶子  吉田千草 

    柴尾晋   安田さなえ 

●慶應義塾大学図書館三田メディアセンター視察（6月 30 日）   永島英明 

●早稲田大学高田早苗記念図書館視察（7月 15 日）   伊能秀明  矢野恵子 

●明治学院大学図書館視察（12 月 16 日）   梅田順一  角祐二郎 

    久保木和義 畑野繭子 

●国立極地研究所視察（12 月 20 日）   坂口雅樹  折戸晶子 

 

学内 

●Oh-o！Meiji システム講習会  和泉図書館           久松薫子   

（7 月 14 日）  

●人事課 2010 年度目的別研修 

第Ⅰ期語学研修（Email ライティングコース）         松並康子 

（9月 21 日・9月 28 日・10 月 5 日・10 月 12 日・10 月 19 日・10 月 26 日・11 月 2 日・ 

 11 月 9 日・11 月 16 日・11 月 30 日） 

第Ⅰ期語学研修（英語通訳）                 矢野恵子 

（9月 30 日・10 月 7 日・10 月 14 日・10 月 21 日・10 月 28 日・11 月 4 日・ 11 月 11 日・ 

11 月 18 日・11 月 25 日・12 月 2 日） 

第Ⅰ期語学研修（ビジネス中国語）              坂口雅樹 

（9月 22 日・9月 29 日・10 月 6 日・10 月 13 日・10 月 20 日・10 月 27 日・11 月 10 日・ 

 11 月 17 日・11 月 24 日・12 月 1 日） 

第Ⅱ期語学研修（英会話初級）                 久保木和義 

（12 月 7 日・12 月 16 日・1月 11 日・1月 18 日・1月 25 日・2月 22 日・3月 1日・3月 8日） 

第Ⅱ期語学研修（英会話初級） 和泉キャンパス開講       柴尾晋   畑野繭子 

                              安田さなえ 篠麻子 

（12 月 7 日・12 月 16 日・1月 11 日・1月 18 日・1月 25 日・2月 22 日・3月 1日・3月 8日） 

第Ⅱ期語学研修（ビジネス中国語）              坂口雅樹  桑原理恵 

                              矢野恵子 

（12 月 8 日・12 月 15 日・1月 12 日・1月 19 日・1月 26 日・2月 23 日・3月 2日・3月 9日） 

 

●会計専門職特別講義（11 月 18 日）               松並康子 

 

学外 

●Nature トムソンセミナー 

(4 月 21 日）         筑波大学           久松薫子 

●平成 22 年度漢籍整理長期研修 東京大学東洋文化研究所ほか   関口則枝 

(6 月 14 日～6月 18 日・6月 21 日～9月 3日・9月 6日～9月 10 日) 

●平成 22 年度図書館等職員著作権実務講習会 

(10 月 27 日～29 日）     文部科学省          安田さなえ  

●第 21 回保存フォーラム  

（11 月 5 日） 国立国会図書館  桑原理恵 
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●東京都図書館協会 平成 22 年度 IT 講習会 「Twitter 情報収集＆活用術」 

（11 月 18 日） 東京都立中央図書館 杉谷美和 永田由香利 

●著作権勉強会（11 月 18 日）   印刷博物館          伊能秀明 鈴木秀子  

●クリスチャン・ポラック氏講演会（3月 17 日）         菊池亮一 

●千代田図書館情報検索講習会（12 月 8 日） 千代田図書館    篠麻子 

 

 

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 16 日，5 月 21 日，6 月 18 日，7 月 16 日，9 月 24 日，10 月 15 日 11 月 19 日，12 月 17 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 4日，9月 5～6日）      平田さくら 

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

 

学外 

●私立大学図書館協会東地区研究部研修分科会講演 明治大学中央図書館 

（6月 4日）「オンラインレファレンスは可能か」      中林雅士 

●千代田図書館情報検索講習会講師     千代田図書館       矢野恵子 

（12 月 8 日）  

●図書館共通閲覧システム事務担当者会議講師   キャンパスプラザ京都  中林雅士 

 （1 月 27 日）  

●日本農学図書館協議会研修会講師      東京農業大学図書館 

（2月 18 日）「農学関連のレファレンスブック」            平田さくら 

 

9.5 海外研修・視察・会議 
なし 
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