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新図書館バーチャル見学会 

～大学内における位置づけと新たな役割～ 

ご案内 

 

日 時 ：2021 年 12 月 11 日（土）10：00-12：00（受付 9：45～） 

会 場 ：オンライン開催（Zoom） ＊Zoom 接続 URL は，後日メールで連絡 

講 師 ： 

 東京大学総合図書館 原香寿子氏（東京大学附属図書館） 

 京都大学桂図書館 長坂和茂氏（京都大学桂図書館） 

参加費 ：無料 

参加方法：どなたでも参加可 

申込先 ：https://forms.gle/yctFmjGtAvDdGdik9 

【申込〆切：12 月 4 日（土）】 

プログラム： 

 10:00～10:05 挨拶・趣旨説明 

 10:05～11:55 東京大学総合図書館／京都大学桂図書館オンライン見学（質疑

応答含む。途中で 5 分間ほどの休憩時間を取る予定） 

 11:55～12:00 まとめ 

 

詳 細 ：https://www.daitoken.com/kyoto/event/20211211.html 

 

https://www.daitoken.com/kyoto/index.htm
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2021/2022 年度グループ委員を務めます 10 名よりご挨拶させていただきます。 

 

今年度もより一層京都地域グループ盛り上げ、会員の皆さまのお役に立つような情報

提供を行っていきたいと思います。これからも大学図書館研究会京都地域グループをど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

● 研究企画 ／ 全国委員（安東 正玄） 

昨年度に引き続き研究企画と全国委員を担当します。 

大図研京都には人事異動で久しぶりに図書館に戻ったことをきっかけに 2010 年に入

らせていただき、本当に多くを学びました。そんな中また 2016 年 11 月に人事異動で図

書館から離れ、現在は学部事務室で働いています。成績、学籍、事件事故対応、成績不

振学生対応などなど担当させていただき、事あるごとに図書館での学びの大切さを感じ

ています。特に成績不振の学生の多くは図書館の利用をしていませんので、何とかそれ

ら学生に図書館の魅力が伝わらないかと思っている次第です。 

大図研の魅力は何と言っても、自分が所属している大学以外の多くの仲間と図書館に

ついて語り合えることです。自身の大学組織の中では、できることは限られています。

いろんな可能性を求めて、大図研で一緒に学びあいませんか。 

特に、こんな企画・あんな企画したい・興味があるという方がいましたら、大図研京

都の扉をたたいてください。いつでもその企画が実現できるよう大図研京都のメンバー

が支援します。 

あんどう せいげん（立命館大学） 

 

● 組織・財務（内田 栞） 

先日オンラインで大学図書館研究会全国大会に参加いたしました。小さい子どもがい

る身としては、昨今のオンラインイベントは参加がしやすく、非常にありがたいです。

京都地域グループでも、オンラインを中心にイベントの企画をしていきたいと思いま

す。オンラインでハードルが下がったとはいえ、お仕事ご家庭、諸々お忙しい中だとイ

ベントへの参加というのは簡単にできるものではないかもしれませんが、ぜひ少しでも

ご興味があれば、申し込みだけでもしていただけたら嬉しいです。今年度も会員の皆様

と交流ができることを楽しみにしております。引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

うちだ しおり（京都大学附属図書館） 

 

● 「大学の図書館」編集（坂本 拓） 

 昨年度に引き続き、「大学の図書館」編集を担当させていただきます。京都地域グルー

プ会員の皆様で「このような特集を読んでみたい！」というご希望がありましたら、グ

ループ運営委員会までお気軽にご連絡ください。また、私たちと一緒に「大学の図書館」

の企画・編集業務をしてみたい、という方も絶賛募集中ですので、こちらもどうぞお気

軽にご連絡をください。また 1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

さかもと たく（国立民族学博物館図書室） 

 

 

グループ運営委員 挨拶 
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● グループ代表 ／ グループ報編集 ／ グループ報印刷・発送（長坂 和茂） 

 長坂です。今年度から地域グループ代表を務めます。 

大図研京都に入ったのは、就職した 2008 年のことです。当時職場の先輩方からお誘

いいただいたおかげで、大学図書館のことをほとんど何も知らなかった自分が、大図研

京都で様々な勉強をさせてもらえたことは、大変ありがたいことだったとつくづく思い

ます。 

 大図研京都を取り巻く状況も、大学図書館界を取り巻く状況も、2008 年当時と比べて

すら大きく変わっている状況です。 

1800 年前でいうと、208 年に長坂の戦いで曹操軍の攻撃から命からがら逃げだした劉備

が、221 年に蜀漢の皇帝に即位するまで、それくらいの変化が起こったのと同じ時間が

経ちました。 

 そのような中、大図研京都には、勉強をしたい人が勉強をできるという機能を果たす

場としての役割が求められていると思います。 

幸い、と言ってはいけないかもしれませんが、この 1，2 年で遠隔セミナーを簡単に行え

る環境が一気に整いました。 

 遠方に居住していたり、子育て中などの理由でなかなかセミナー会場に足を運ぶこと

が難しいという方にも、そういった役割を提供していくことができれば、と考えており

ます。 

 今年度一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ながさか かずしげ（京都大学桂図書館） 

 

● 副グループ代表 ／ グループ報編集 ／ Web サイト・ML（野間口 真裕） 

グループ代表を交代し、今年度は副グループ代表として一年務めさせていただくこと

となりました。緊急事態宣言解除、ワクチン普及と少しずつ状況は良くなっているよう

な気もしますが、まだまだ油断できない日々です。新型コロナウィルス感染症により、

すっかりセミナーもオンラインが多くなりました。全国から会員や会員以外も気軽に参

加できるようになり、どの地域グループも活発に活動されています。 

京都地域 G もこれからしばらくはオンラインを活用しながら、地域的な結びつき、

活動をどのようにしていくか考えていくことになりそうです。引き続き一年よろしくお

願いいたします。 

 

のまぐち まさひろ（京都教育大学附属図書館） 

 

● Web サイトと ML ／ Twitter（原 健治） 

図書館を離れて４年半が経過し、図書館をとりまく状況も大きく変わってきているよ

うですね。現在は学部の事務室に所属しており、時折資料系に関する業務も少し担当す

る際には、その状況の変化に気づくことも多々あります。 

そんな訳で、COVID-19 禍での学部運営で色々考えさせられることもあり、学術情報の

利用についても工夫が必要になってくるかと思います。 

コロナ禍において、リモートでの会議や研修が多くなり、逆に大図研の運営も新たな展

開が実施されようとしています。そんな中で色々な局面でなるべくサポートしていきた

いと思っています。 

 

はら けんじ（同志社大学文学部・文学研究科事務室） 
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● 「大学の図書館」編集 / 広報・デザイン（山形知実） 

引き続き、「大学の図書館」編集と広報・デザインを担当いたします。 

図書館のイベントも事務方の会議もオンライン主体になり、便利になった一方で、熱量

の感じにくさや孤独感をどう解消するかという課題も見えてきた今日この頃です。会員

のみなさまと知恵と経験をシェアさせていただきつつ、乗り越えていけたらと思いま

す。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

やまがた ともみ（北海道大学） 

 

● メールマガジン（山上 朋宏） 

昨年度に引き続き、メールマガジンを担当いたします。 

メールマガジンでは、「ML ゆりかもめ」を通じて各種案内や毎月初めの図書館関係の 

イベント開催情報などを配信しています。 

オンラインで開催するイベントも増えましたので、 

関西圏以外のイベントの情報提供についても努めてまいります。 

 

1 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

やまがみ ともひろ（京都大学医学図書館） 

 

● メールマガジン（山下 ユミ） 

「メールマガジン」を担当する山下です。 

公共図書館に異動して 4 年目になりますが、元大学図書館司書として、大学図書館

と連携・協力する機関の職員として、また、大学図書館に興味を持ち続ける個人として

も、大図研を盛り上げていきたいと思います。 

私のような、大学図書館に勤めていない会員も、大図研はいつも募集中です！ 

 

やました ゆみ（京都府立図書館） 

 

● 研究企画 ／ 「大学の図書館」編集 ／ 広報・デザイン（若狭あや） 

 今年度、研究企画、「大学の図書館」編集、広報・デザインを担当いたします。 

ここ数年、電子リソースやオープンサイエンスについて向き合う環境にいるのですが、 

知識を得たと思ったら、その得た知識によってある程度理解したと思っていたことが 

実は大変薄い理解であったり、間違っていたりということに気づくなど、一進一退の 

日々です。後退しないよう、様々なことにアンテナを張りつつ頑張りたいと思います。 

引き続きどうぞよろよろしくお願いいたします。 

 

わかさ あや （京都大学附属図書館） 
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『羊図書館雑記帳』 

 

今月号より水知せり様に大学図書館に 

関するマンガを掲載いただくこととなり

ました！応援コメント・ご感想などお待

ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作者：水知せり ～ご紹介～ 

京都でのんびりマンガを描いている水

知せりです。図書館が好きで、旅先でも

あちこちの図書館に見学にいったりして

います。この度は、図書館マンガを描く

きっかけをいただけてとても嬉しいで

す！日常の中で、「こういうの、あるよ

ね」と、肩の力を抜いて読んで、たまに

思い出し笑いしてもらえるような 

楽しいマンガを描いていけたらと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

現在、龍谷大学主催の法教育の研究会に

も参加しています。 

 

裁判員時代の法リテラシー : 法情報・

法教育の理論と実践 / 土山希美枝編著 

-- 日本評論社, 2018.2 -- (龍谷大学社会

科学研究所叢書 ; 第 118 巻). 

 

こちらの書籍に法律擬人化漫画を掲載し

ていただいていますので、ぜひご一読く

ださい！ 
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◇ 会費ご納入のお願い ◇ 

会員のみなさまにおかれましてはご健勝のことと存じます。 

2016/2017 年度(2016 年 7 月～2017 年 6 月)より、大学図書館研究会会費は、すべての会員の

皆さまに、直接大学図書館研究会事務局へご納入いただくこととなりました。 

一括徴収方式に移行いたしましたが、京都地域グループは年度継続の前に会費をご納入いただ

く前納があまり進んでいない状況でございます。ワンデイセミナーやグループ報は京都地域グル

ープ費により開催・発行させていただいております。ご多忙のところ大変恐縮ですが、会費のご

納入のほどよろしくお願いいたします。 

会費は、￥7,000(大図研会費：￥5,000+京都地域グループ費：￥2,000)/年度です。 

 

【振込先】 

郵便局 00190-2-79769 大学図書館問題研究会 

 

■銀行名 ゆうちょ銀行 ■金融機関コード 9900 ■店番 019  

■預金種目 当座 ■店名 〇一九(ゼロイチキュウ店) ■口座番号 0079769 

 

ご不明な点は大学図書館研究会事務局(会費担当)(kaihi@daitoken.com)までご連絡ください。 

 

※ 学生会員制度(試行)として、学生の方には特典をお渡ししております。 

  詳細は京都地域グループ Web サイトの「学生会員制度の試行について」をご覧ください。 

 

 


