
 

9 図書館スタッフの活動  

9.1 執筆  （）内は 2010.3.31 現在の所属 

吉田 正彦（図書館長，文学部教授） 
• 苦悩する大学図書館 ｢図書の譜：明治大学図書館紀要」14 p.1-3 2010.3 

伊能 秀明（中央図書館事務長） 
• 平成 21 年度杉並区図書館ネットワーク企画事業講演会 「古文書の愉しみ」 「図書の譜：明治大

学図書館紀要」14  p.245-278 2010.3 

鈴木 秀子（図書館総務事務室） 
• 中央図書館ギャラリー 2009 年の展示活動と今後の予定 「図書の譜：明治大学図書館紀要」14  

p.26-32 2010.3 

• オックスフォード・ケンブリッジ大学図書館の利用者教育プログラム事例 「図書の譜：明治大学

図書館紀要」14  p.80-94 2010.3（折戸晶子と共著） 

安田 さなえ（和泉図書館事務室） 
• 東城百合子著『家庭でできる自然療法』 「図書の譜：明治大学図書館紀要」14  p.63-64 

2010.3 

折戸 晶子（図書館総務事務室） 
• オックスフォード・ケンブリッジ大学図書館の利用者教育プログラム事例 「図書の譜：明治大学

図書館紀要」14  p.80-94 2010.3（鈴木秀子と共著） 

 

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（10 月 30 日） 明治大学 久松薫子  矢野恵子 

    

私立大学図書館協会関係 
●東地区部会・館長会（6月 12 日） 獨協大学 吉田正彦 

研究講演会    

●総会・研究大会（8月 27～28 日） 佛教大学 畑中基紀  坂口雅樹 

   西脇亜由子  

研究助成報告（8月 27～28 日） 佛教大学 矢野恵子 （講師） 

土田大輔 

（講師：他部署より参加） 

●東地区研修会（10 月 22～23 日） 東京農業大学 小野聡   矢野恵子 

●東地区研究分科会（12月 14 日） 東京理科大学 平田さくら 

私立大学図書館コンソーシアム（PULC） 
●全体会（12 月 18 日）   早稲田大学  小野聡   久松薫子 

●幹事会  

（7月 15 日） 早稲田大学 小野聡 

（12 月 18 日） 上智大学 小野聡   久松薫子 

（3月 24 日） 早稲田大学 久松薫子 

●版元交渉 

（7月 15 日）  早稲田大学 小野聡 

（7月 27 日）  早稲田大学 小野聡 

（8月 3日） 早稲田大学 久松薫子 

（8月 21 日）  早稲田大学 久松薫子 

（8月 24 日）  早稲田大学 菊池亮一 

（8月 28 日）  早稲田大学 小野聡 

（9月 3日）  早稲田大学 小野聡 

●版元説明会（9月 18 日） 中央大学  菊池亮一  久松薫子 

国立情報学研究所 
●NII オープンハウス（6月 11 日～12 日） NII   菊池亮一  小野聡 

        柴尾晋   久松薫子 

        矢野恵子 
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●平成 20 年度 CSI 委託事業報告交流会 NII   小野聡   梅田順一 

（7月 9日～10 日）      角祐二郎 

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 

（3 月 17 日） 立教大学 永田由香利 

日本農学図書館協議会関係 
●総会    明治大学   永島英明 

（5月 23 日） 

●理事会       永島英明 

（5月 23 日） 明治大学 

（10 月 17 日） 明治大学 

（3月 13 日） 東京大学 

●東京大学農学生命図書館見学会  東京大学   永島英明 

（2月 23 日） 

●セミナー委員会    

（6 月 25 日） 農林水産政策研究所 永島英明 

（12 月 12 日） 東京農業大学 永島英明 

法律図書館連絡会 
●基礎講座（7月 14 日）  東京文化会館  小倉葉子  篠麻子 

●第 3回幹事会（9月 18 日）  中央大学   菊池亮一  吉田千草 

        永田由香利 

●2009 年度第 52 回総会（10 月 16 日） 明治大学   吉田千草  永田由香利 

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 9日）  千代田区役所 伊能秀明  鈴木秀子  

   宮澤順子 

（2月 24 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  永田由香利 

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 坂口雅樹  畑野繭子 

（6月 3日・10 月 7 日・3月 11 日）  

●講演会「古文書の愉しみ」 杉並区中央図書館 坂口雅樹  畑野繭子 

（11 月 14 日）      伊能秀明（講師） 

神奈川県図書館協会 
●他大学視察    お茶の水女子大学  豊満朝子 

（11 月 18 日） 

理工系大学図書館情報交換会 
（11 月 20 日） 中央大学 永島英明  西脇亜由子 

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） 
●特色ＧＰ評価報告会（4月 16 日） 明治大学   西脇亜由子 

●国内図書館視察   龍谷大学   西脇亜由子 

（8月 28 日）  安田さなえ 

●国内図書館視察   名古屋大学 南山大学 坂口雅樹  柴尾晋 

（12 月 10 日～11 日）  豊満朝子  安田さなえ 

●韓国大学図書館視察   国立デジタルライブラリー 西脇亜由子 角祐二郎 

（1月 24 日～27 日） 国立中央図書館他 

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

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) 
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(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 

図書館総合展 
●図書館総合展ポスターセッション パシフィコ横浜  鈴木秀子  小野聡 

（11 月 12 日）      久松薫子 

「ゲスナー賞文庫とケベック文庫の一般公開－明治大学図書館の最近の取組み－」 

 

学外委員・会員 
●私立大学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・セミナー委員（2008.9.1～2009.4.30） 伊藤光郎 

 (2009.5.23～2010.3.31) 永島英明 

●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（2008.4.1～20010.3.31） 中林雅士 

●大学図書館情報化研究講習会運営委員（2008.4.1～20010.3.31） 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（2009.4.1～2011.3.31） 

  久保木和義 

●私立大学情報教育協会研究講習運営委員会アドバイザー（2008.4.1～2010.3.31） 

        中林雅士 

●NII 国際学術情報流通基盤整備事業運営委員（2008.4.1～2010.3.31） 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 

国立情報学研究所 
●平成 21 年度第 3回 ILL システム講習会 国立情報学研究所  篠麻子 

（7月 27 日）  

●平成 21 年第 3回目録システム講習会 国立情報学研究所  根岸恵美子 

（雑誌）（8月 26～28 日）  

●平成 21 年学術情報リテラシー  国立情報学研究所  小倉葉子 

教育担当者研修      

（11 月 18～20 日）  

●情報処理軽井沢セミナー  国際高等セミナーハウス 中林雅士 

（9月 1日～4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 

（7月 9日～10 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  東京農業大学  小野聡   矢野恵子 

研究部研修会（10 月 22 日～23 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  

（11 月 11 日）  豊満朝子 

（11 月 12 日）  安田さなえ 篠麻子 

  平田さくら 

日本農学図書館協議会関係 
●農学図書館セミナー  

（6月 17 日） 東京大学 永島英明  平田さくら 

（10 月 14 日） 東京大学 永島英明  西脇亜由子 

（12 月 12 日） 東京農業大学 永島英明 
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神奈川県図書館協会 
●平成 21 年度第 3回職員研修会  パシフィコ横浜  永島英明 

（11 月 11 日） 

●平成 21 年度職員研修会（第 8回） 神奈川県立図書館  西脇亜由子 

「行列のできる講座とチラシの作り方」（1月 15 日） 

その他（図書館視察） 
●東京女子大学図書館視察  東京女子大学図書館 坂口雅樹  久保木和義 

（10 月 13 日）  平田さくら 関口則枝 

  畑野繭子  杉谷美和 

  安田さなえ 久松薫子 

学内 
●教育・著作権セミナー  アカデミーコモン  畑野繭子 

（7月 14 日）  

学外 
●Web of Science ライブラリアンの トムソン・ロイター 西脇亜由子 

ための Web of Science アップデート 

（6月 12 日） 

●第 31 回文化財の虫菌害・保存対策研修会 自治労会館  永田由香利 

（6月 18 日～19 日）  

●JapanKnowledgeフレンドシップセミナー 如水会館   伊能秀明  平田さくら 

2009（東京会場）(7 月 6日)   畑野繭子  小倉葉子 

●平成 21 年度漢籍整理長期研修  東京大学他  鈴木秀子 

（6月 15 日～19 日・6月 22 日～8月 28 日・8月 31 日～9月 4日） 

●平成 21 年度大学職員情報化研究講習会 浜松湖ロイヤルホテル 中林雅士  西脇亜由子 

応用コース（11 月 11 日～13 日）   

●はじめての漢籍   東京大学東洋文化研究所 根岸恵美子 

（11 月 11 日）   

●国立国会図書館公開講演会  国立国会図書館  豊満朝子 

（11 月 20 日）   

 

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 17 日，5月 15 日，6月 19 日，7月 17 日，9月 25 日，10 月 16 日，11 月 20 日，12 月 18 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 5日.9 月 7～8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総会・研究大会講師 佛教大学   矢野恵子 

（6月 13 日）  

●第 115 回日本農学図書館協議会セミナー 東京大学   平田さくら 

「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP） 

-図書館の新しい活用方法を考える-」講演（6月 17 日）  

●杉並区図書館ネットワーク講師  杉並区中央図書館  伊能秀明 

「古文書の愉しみ」（11月 14 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）  

 

9.5 海外研修・視察・会議 

●韓国大学図書館視察（1月 24 日～27 日）   西脇亜由子 角祐二郎 

国立デジタルライブラリー・国立中央図書館・延世大学校・梨花女子大学校・翰林大学校・江原大学校 
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