
9 図書館スタッフの活動  
 
9.1 執筆 

畑中 基紀（図書館副館長，経営学部准教授） 

●巻頭言 「個」を強くする、大学図書館 「図書の譜：明治大学図書館紀要」17  2013.3 

 

菊池 亮一（図書館総務事務長） 

●明治大学図書館蘆田文庫 「地図中心」 p.17 2012.7 

●特集 和泉キャンパス新図書館 和泉キャンパス新図書館建設の決定まで 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.103-110 2013.3 

 

坂口 雅樹（和泉図書館事務長） 

●入ってみたくなる図書館を目指して－明治大学和泉キャンパス新図書館 Izumi Model の挑戦－ 

第 34 回図書館建築研修会（2012 年度）資料 p7-8 日本図書館協会 2013.2 

●特集 和泉キャンパス新図書館 ベンチマークと呼ばれた図書館 

－明治大学和泉キャンパス新図書館 Izumi Model の挑戦－ 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.65-74 2013.3 

 

折戸 晶子（図書館総務事務室） 

●特集 和泉キャンパス新図書館 新和泉図書館建設計画の足跡 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.25-48 2013.3 

 

畑野 繭子（図書館総務事務室） 

●特集 和泉キャンパス新図書館 和泉図書館の移転記録 －2 回の大規模移転を終えて－ 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17  p. 49-64 2013.3 

 

辻 薫（図書館総務事務室） 

●新参図書館職員のとまどい～配属 1 年を経ての振り返り～ 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.183-188 2013.3 

 

仲山 加奈子（図書館総務事務室） 

●シリーズ・世界の図書館（12）  

カリフォルニア大学アーバイン校 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 図書館訪問記 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.189-198 2013.3（矢野恵子と共著） 

 

久松 薫子（中央図書館事務室） 

●利用者教育における教員との協働 －明治大学図書館の活動報告-  

「大学図書館研究」 96 p.10-15 2012.12（西脇亜由子と共著） 

 

矢野 恵子（和泉図書館事務室） 

●「図書館活用法」プログラム評価活動報告（3） 「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.157-167 

●シリーズ・世界の図書館（12）  

カリフォルニア大学アーバイン校 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 図書館訪問記 

「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.189-198 2013.3（仲山加奈子と共著） 
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篠 麻子（和泉図書館事務室） 

●和泉図書館におけるリテラシー教育講座 「ゼミガイダンス」の運営と開催 

－2012 年度実績報告とともに－ 「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.75-87 2013.3 

 

西脇 亜由子（生田図書館事務室） 

●国際図書館コンソーシアム連合（ICOLC:International Coalition of Library Consortia） 

 2012 年春季会合参加報告 「大学図書館研究」96 p.43-48 2012.12 

●NII 実務研修報告 

 「図書の譜：明治大学図書館紀要」17 p.169-181 2013.3 

●利用者教育における教員との協働 －明治大学図書館の活動報告-  

「大学図書館研究」96 p.10-15 2012.12 （久松薫子と共著） 

 

9.2 行事 ・ 会合等参加 ・ 出席 

日本図書館協会関係 

●全国図書館大会島根大会 

         （10 月 25 日，26 日） 島根県民会館ほか 金子邦彦 白井利光 

坂口雅樹 柴尾晋 

●第 34 回日本図書館協会施設委員会 図書館建築研修会 

       （2 月 25 日） 明治大学和泉図書館 坂口雅樹 折戸晶子 

仲山加奈子 柴尾晋 

安田さなえ 矢野恵子 

篠麻子 豊満朝子 

             

私立大学図書館協会関係 

●東地区部会役員会 

（4 月 20 日） 明治学院大学 金子邦彦 菊池亮一 

折戸晶子 

（1 月 25 日） 明治学院大学 金子邦彦 菊池亮一  

折戸晶子 山﨑京子 

●東地区部会役員会事務連絡会 

（6 月 8 日） 東海大学高輪キャンパス 金子邦彦 菊池亮一 

折戸晶子 畑野繭子 

（8 月 29 日） 慶應義塾大学 金子邦彦 菊池亮一 

折戸晶子 仲山加奈子 

山﨑京子 

●東西合同役員会 

（8 月 29 日） 慶應義塾大学 金子邦彦 菊池亮一 

折戸晶子 山﨑京子 

（3 月 8 日） 東京ガーデンパレス 金子邦彦 菊池亮一 

折戸晶子 仲山加奈子 

●ホームページ委員会 明治学院大学白金キャンパス ほか 梅田順一 

（5 月 18 日，7 月 20 日，10 月 26 日，2 月 22 日，3 月 18 日） 

●東地区部会研究部研修委員会 中央大学 ほか 杉谷美和 

（5 月 17 日，6 月 4 日，9 月 21 日，10 月 15 日，11 月 12 日，11 月 27 日，12 月 13 日） 
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●研究助成委員会  立教大学 坂口雅樹 

（5 月 25 日，1 月 24 日） 

●『大学図書館研究』編集委員会 一橋大学ほか 西脇亜由子 

（6 月 26 日，11 月 6 日，3 月 7 日） 

●東地区部会総会 （6 月 8 日） 東海大学高輪キャンパス 金子邦彦 菊池亮一 

折戸晶子 畑野繭子 

●東地区部会館長会 （6 月 8 日） 東海大学高輪キャンパス 金子邦彦 

●東地区部会研究講演会 （6 月 8 日） 東海大学高輪キャンパス 菊池亮一 松並康子 

畑野繭子 原口尚大 

●私立大学図書館協会総会 （8 月 30 日） 慶應義塾大学 金子邦彦 菊池亮一 

坂口雅樹 折戸晶子 

仲山加奈子 

●私立大学図書館協会研究大会 金子邦彦 菊池亮一 

（8 月 30 日） 慶應義塾大学 坂口雅樹 折戸晶子 

山﨑京子 

●国際図書館協力シンポジウム （11 月 9 日） 龍谷大学 坂口雅樹 永田由香利 

 曽野正士 

●東地区部会・研究会（交流会） （11 月 16 日） 専修大学 豊満朝子 

●東地区部会研修会 （11 月 29 日～30 日） 中央大学 杉谷美和 小野聡 

平田さくら 

●東地区部会研究部運営委員会 （3 月 15 日） 東京農業大学 吉田千草 

 

大学図書館コンソーシアム（JUSTICE） 

●出版社協議会 国立情報学研究所 ほか 松並康子 

      （6 月 5 日，6 月 26 日，7 月 18 日，8 月 20 日，9 月 7 日，12 月 5 日，3 月 22 日） 

●運営委員会 （5 月 15 日） 国立情報学研究所 松並康子 

（1 月 25 日） 早稲田大学 松並康子 

（3 月 15 日） 国立情報学研究所 柴尾晋 

●版元提案説明会 （9 月 12 日）  

明治大学駿河台キャンパスアカデミーホール他 松並康子 仲山加奈子 

●意見交換会 （9 月 28 日） 東京大学図書館 松並康子 

●設置準備総会 （9 月 28 日） 学術総合センター 一橋講堂 折戸晶子 

    

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 （07 月 09 日） 立教大学図書館 菊池亮一 折戸晶子 

●コンソーシアム役員館会議 （06 月 13 日） 立教大学図書館 菊池亮一 折戸晶子 

●企画 WG 会議 （10 月 24 日） 東洋大学白山キャンパス 宮澤順子 

（12 月 03 日） 明治大学和泉図書館 宮澤順子 

●企画 WG 主催見学会 （12 月 07 日） 明治大学和泉図書館 折戸晶子 畑野繭子 

山﨑京子 豊満朝子 

●利用支援 WG 会議 （11 月 12 日） 明治大学中央図書館 小野聡 

 

法律図書館連絡会 

●2012 年度第 55 回総会 （10 月 26 日） 國學院大學 伊能秀明 小倉葉子 
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千代田区関係 

●千代田区内大学図書館と区立図書館との連絡会 久保木和義 

（5 月 30 日） 千代田図書館 

●千代田区ミュージアム連絡会 

（7 月 31 日，3 月 7 日） 日比谷図書文化館 曽野正士 

 

杉並区図書館ネットワーク関係 

●杉並区図書館ネットワーク会議 

 （05 月 31 日） 杉並区立中央図書館 坂口雅樹 齋木信一 

 （11 月 21 日） 杉並区立中央図書館 齋木信一 

 

日本農学図書館協議会関係 

●理事会 日本農学図書館協会事務所 永島英明 

 （4 月 23 日，6 月 25 日，12 月 7 日） 

●総会 （5 月 28 日） 東京大学 永島英明 

●セミナー委員会 日本農学図書館協議会事務所 永島英明 

 （9 月 29 日，2 月 23 日）  

 

私立大学情報教育協会 

●教育改革 ITC 戦略大会 ポスターセッション  

（9 月 5 日，6 日） アルカディア市ヶ谷 梅田順一 角祐二郎 

原口尚大 

          

私立大学キャンパスシステム研究会 

●第４分科会（図書・学術情報） 

（07 月 17 日） 東京電機大学 梅田順一 

（10 月 19 日） 明治大学和泉図書館 久保木和義 梅田順一 

原口尚大 

           

国立情報学研究所関係 

●これからの学術情報システム構築検討委員会  

（6 月 7 日，8 月 24 日，1 月 28 日） 国立情報学研究所 菊池亮一 

●ERDB キックオフミーティング 

（5 月 31 日） 国立情報学研究所 松並康子 梅田順一 

●ERDB 中間報告会 

（9 月 27 日） 国立情報学研究所 松並康子 仲山加奈子 

●ERDB 最終報告会  

（12 月 21 日） 国立情報学研究所 松並康子 仲山加奈子 

           

マンガ図書館関係 

●北九州市漫画ミュージアム オープニングセレモニー 

（8 月 03 日）小倉駅新幹線口 菊池亮一 
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●鳥取県×明治大学連携展示企画 アニメが描く希望と未来展 オープニングセレモニー 

（10 月 13 日） 鳥取県境港市 金子邦彦 菊池亮一 

  

学外委員・会員 

●私立大学図書館協会 ホームページ委員会委員 梅田順一 

●私立大学図書館協会東地区部会研究部研修委員 杉谷美和 

●大学図書館コンソーシアム連合協力員      松並康子 

●次世代学術情報基盤構築検討委員会（仮称）委員 菊池亮一 

●日本農学図書館協議会理事・セミナー委員（2009.5.23～2013.3.31） 永島英明 

●『大学図書館研究』編集委員（2011.4.1～2013.3.31） 西脇亜由子 

●和漢古典籍研究分科会             鈴木秀子 

●電子リソース管理データベース（ERDB）プロトタイプ構築プロジェクトメンバー 

松並康子 仲山加奈子 

 

9.3 講習会等受講 

国立情報学研究所 

●NII 統合認証（shibboleth）講習会 

（6 月 14 日） 国立情報学研究所 角祐二郎 

●NII ポータル研修 （8 月 22 日～8 月 24 日） 国立情報学研究所 篠麻子 

●目録システム講習会 （12 月 5 日～12 月 7 日） 国立情報学研究所 矢野恵子 

●情報処理技術セミナー （9 月 24 日，25 日） 国立情報学研究所 原口尚大 

           

図書館総合展 

●図書館総合展 パシフィコ横浜 

（11 月 20 日） 坂口雅樹 山﨑京子 小倉葉子 曽野正士 

柴尾晋 西脇亜由子 

（11 月 21 日） 伊能秀明 坂口雅樹 永島英明 畑野繭子 

吉田千草 永田由香利 桑原理恵 安田さなえ 

篠麻子 豊満朝子 

（11 月 22 日） 松並康子 梅田順一 仲山加奈子 原口尚大 

齋木信一 矢野恵子 

 

法律図書館連絡会 

●法律図書館基礎講座 （7 月 12 日） 中央大学市ヶ谷田町キャンパス 久松薫子 

●法律図書館中級講座/同実務講座 （10 月 26 日） 國學院大學渋谷キャンパス 小倉葉子 

 

日本農学図書館協議会 

●見学会 （11 月 8 日） 明治大学和泉図書館 永島英明 

●セミナー「食品と放射能」 （11 月 8 日） 明治大学和泉図書館 永島英明 

 

学内 

●人事課 2012 年度目的別研修 

語学研修プログラム （英会話初級） 和泉キャンパス開講 
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 （6 月 5 日～7 月 30 日 毎週火曜日 全 10 回 20 時間） 坂口雅樹 柴尾晋 

篠麻子 

 （10 月 30 日～2013 年 1 月 15 日 毎週火曜日 全 10 回 20 時間） 坂口雅樹 柴尾晋 

篠麻子 

語学研修プログラム （ビジネス中国語） 駿河台キャンパス開講 

（6 月 7 日～8 月 2 日 毎週木曜日 全 10 回 20 時間） 坂口雅樹 矢野恵子 

（11 月 2 日～2013 年 2 月 1 日 毎週木曜日 全 10 回 20 時間） 坂口雅樹 

語学研修プログラム（英語通訳） 駿河台キャンパス開講 

（10 月 29 日～2013 年１月 28 日 毎週月曜日 全 10 回 20 時間） 山﨑京子 矢野恵子 

 

学外その他 

●千代田区図書館「内務省委託本」研究会 千代田図書館 

                  （6 月 15 日） 鈴木秀子 関口則枝 

矢野恵子 

（3 月 15 日） 鈴木秀子 関口則枝 

●Mendeley ワークショップ （5 月 29 日） ベルサール八重洲 西脇亜由子 

●学術情報ソリューションセミナー （6 月 29 日） 日本橋三井ホール 豊満朝子 

●2012 年データベース・ワークショップ（紀伊國屋書店主催）  

（7 月 20 日） トラストシティカンファレンス・丸の内 久松薫子 

●学術情報ソリューションセミナー（丸善主催） 

（７月 20 日） 大日本印刷五反田ビル 菊池亮一 折戸晶子 

山﨑京子 

●学術情報流通の最新動向（丸善主催） （8 月 3 日） 秋葉原 UDX 仲山加奈子 

●平成 24 年度図書館等職員著作権実務講習会  

（8 月 8 日～8 月 10 日） 東京大学 吉田千草 

●大学図書館職員向けライティング支援研修（丸善主催） 丸善株式会社 

（8 月 9 日）  坂口雅樹 久松薫子 

齋木信一 

（8 月 28 日） 柴尾晋 安田さなえ 

篠麻子 

（10 月 30 日） 畑野繭子 曽野正士 

（11 月 19 日） 矢野恵子 平田さくら 

（12 月 18 日）  吉田千草 西脇亜由子 

●TP＆D フォーラム  （8 月 17 日，18 日） 京都 ホテル杉長 鈴木秀子 畑野繭子 

●SFX/MetaLib 講習会 （10 月 3 日） 明治大学中央図書館資料室 松並康子 久保木和義 

梅田順一 仲山加奈子 

久松薫子 齋木信一 

安田さなえ 篠麻子 

西脇亜由子 

●国際セミナー（紀伊國屋書店主催） （10 月 23 日） 東京理科大学 松並康子 曽野正士 

●法令・議会・官庁資料研修 （12 月 6 日） 国立国会図書館 齋木信一 

●国立国会図書館講演会 

HathiTrust の挑戦：デジタル化資料の共有における「いま」と「これから」 

（12 月 18 日） 国立国会図書館東京本館新館講堂 菊池亮一 
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●IAAL 大学図書館支援機構 RDA 講習会 

（12 月 18 日） 機械振興会館 鈴木秀子 折戸晶子 

●ディスカバリー説明会 （3 月 12 日） 紀伊國屋書店 安田さなえ 

●利用者教育 9： 

人文社会系データベースの特性 Web セミナー（トムソン・ロイター主催） 

（10 月 31 日） [Web オンライン受講]  久松薫子 

●国立国会図書館遠隔研修「経済産業情報の調べ方」 

（11 月 1 日から 2 月 28 日の間開講） [Web オンライン受講] 久松薫子 

 

国外 

●米国図書館協会（ALA）年次大会および UCLA 等調査 （6 月 22 日～27 日） 

米国カリフォルニア州 アナハイムコンベンションセンター 他 仲山加奈子 矢野恵子 

●私立大学図書館協会 海外集合研修（短期） （韓国,台湾 12 月 3 日～9 日） 曽野正士 

           

9.4 講師・講演等 

学内 

●リバティアカデミー 西洋古版本のてほどき コーディネーター 鈴木秀子 

（4 月 20 日，5 月 18 日，6 月 15 日，7 月 20 日，10 月 19 日，11 月 16 日，12 月 21 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 10 日～12 日） 平田さくら 

 

学外 

●NII オープンハウス・フォーラム NII 実務研修報告 （6 月 8 日） 西脇亜由子 

●ALA Annual Conference （6 月 23 日） 米国 アナハイムコンベンションセンター 

「Library as a place of learning : information literacy program evaluation in the academic library」報告 

矢野恵子 

●立命館大学図書館スタッフ研修 （8 月 1 日） 立命館大学衣笠キャンパス  坂口雅樹 

●図書館総合展  

  「図書館における学習支援の現状と課題」パネリスト 坂口雅樹 

  （11 月 20 日） パシフィコ横浜  

「データベースの横断活用で、図書館の実力底上げ」 コーディネーター 久松薫子 

（11 月 21 日） パシフィコ横浜  

●日本図書館協会施設委員会 第 34 回図書館建築研修会 講師 

（2 月 25 日） 和泉図書館ホール   坂口雅樹 

●山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム企画ＷＧ 明治大学和泉図書館講演会 

（12 月 7 日） 和泉図書館ホール 坂口雅樹 畑野繭子 

 

9.5 視察等 

他機関視察 

●金沢工業大学図書館 （8 月 7 日） 金子邦彦 仲山加奈子 

●京都国際マンガミュージアム （8 月 8 日） 金子邦彦 仲山加奈子 

山﨑京子 

●法政大学図書館 （9 月 20 日） 山﨑京子 原口尚大 

曽野正士 
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●東洋大学図書館 （9 月 26 日） 山﨑京子 原口尚大 

曽野正士 

●学習院大学図書館 （9 月 26 日） 山﨑京子 原口尚大 

曽野正士 

●日本歯科大学図書館 （10 月 5 日） 折戸晶子 久保木和義 

杉谷美和 

●東海大学図書館 （10 月 5 日） 折戸晶子 久保木和義 

杉谷美和 

●鳥取国際まんが博 （10 月 24 日） 白井利光 

●青山学院大学図書館 （11 月 15 日） 辻薫 山﨑京子 

原口尚大 曽野正士 

●國學院大學図書館 （11 月 15 日） 辻薫 山﨑京子 

原口尚大 曽野正士 

●立教大学池袋図書館 （11 月 15 日） 坂口雅樹 

（3 月 7 日） 金子邦彦 菊池亮一 

仲山加奈子 

（3 月 9 日）  折戸晶子 山﨑京子 

（3 月 1１日）  伊能秀明 永島英明 

小野聡 宮澤順子 

吉田千草 小倉葉子 

永田由香利 桑原理恵 

久松薫子 

●医学中央雑誌刊行会 見学会 （12 月 6 日） 久松薫子 

●千葉大学アカデミック・リンク視察  （2 月 26 日）  坂口雅樹 折戸晶子 

角祐二郎 原口尚大 

吉田千草 久松薫子 

豊満朝子 

●筑波大学中央図書館視察 （3 月 8 日） 坂口雅樹 松並康子 

小倉葉子 齋木信一 

篠麻子 

●早稲田大学所沢図書館視察 （3 月 14 日） 菊池亮一 折戸晶子 

吉田千草 豊満朝子 

齋木信一 

 

国外 

●ICOLC（International Coalition of Library Consortia）2012 年春季会合 

 （アメリカ･デンバー 4 月 22 日～25 日）※国公私立大学図書館協力委員会より派遣  

 西脇亜由子 

●カリフォルニア大学アーバイン校 （6 月 25 日） 仲山加奈子 矢野恵子 

●カリフォルニア大学ロサンゼルス校 （6 月 26 日） 仲山加奈子 矢野恵子 

●KERIS（Korea Education and Research Information Service）（韓国） 

（12 月 4 日） 曽野正士 

●国立デジタル図書館（韓国） （12 月 4 日） 曽野正士 

●ソウル大学（韓国） （12 月 5 日） 曽野正士 
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●延世大学（韓国） （12 月 6 日） 曽野正士 

●梨花女子大学（韓国） （12 月 6 日） 曽野正士 

●高雄国立第一科技大学（台湾） （12 月 8 日） 曽野正士 
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