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講演会：松竹大谷図書館のクラウドファンディングによるプロジェクト（2015/2016 関東五支部合同例会） 
 
日程：2016 年 1 月 30 日（土）15:00-17:00（予定） ＊終了後、懇親会を予定 
場所：筑波大学東京キャンパス文京校舎 117 講義室（丸ノ内線茗荷谷駅「出口１」徒歩 2 分） 
http://www.tsukuba.ac.jp/access/bunkyo_access.html 
講師：武藤祥子氏（公益財団法人松竹大谷図書館） 
テーマ：松竹大谷図書館のクラウドファンディングによるプロジェクト 

 
講演概要：公益財団法人松竹大谷図書館は、松竹株式会社の創立者の一人・故大谷竹次郎（1877～1969）
が昭和 30 年（1955）に文化勲章を受章したのを記念して、昭和 31 年（1956）に設立した、演劇と映画の

専門図書館です。平成 23 年（2011）6 月には、あらたに公益財団法人としてのスタートをきりました。平

成 24 年より、クラウドファンディングサイト「READYFOR」において、図書館の運営資金、所蔵資料の

デジタル化等の支援を募り、これまでに 4 つのプロジェクトを成功させてきました。今回の講演会では、

演劇や映画に関連する貴重な資料を収集蓄積し、未来につなげていく松竹大谷図書館の活動をご紹介いただ

きます。 
（参考：松竹大谷図書館ウェブサイト http://www.shochiku.co.jp/shochiku-otani-toshokan/index.html ） 
参加方法：どなたでもご参加いただけます。       参加費：無料 
※参加ご希望の方は、懇親会の参加可否も添えてお申し込み下さい。 
申込方法：右の URL（Google フォーム）からお申し込みください：https://goo.gl/k7jYfC 
問合せ先：tokyo(at)daitoken.com（大学図書館問題研究会東京支部） (at)は@に置き換えてください。 
  

2015/2016 年度関東五支部新春合同例会のお知らせ 

https://goo.gl/k7jYfC
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2015/2016 年度第 1 回支部例会報告 
 

山下泰史 （一橋大学） 
  
 11 月中旬、きれいな図書館、素敵な図書館、一度は行ってみたい図書館等のまとめでおなじみの成蹊

大学情報図書館の見学会が開催された。私もかねてから中に入ってみたいと思っていたので、今回の見学会

にはこれ幸いとばかりに飛びついた。  
 見学会当日は生憎の雨であったが、そのためか利用者も少なく、むしろ絶好の見学日和だったといえた

のではないだろうか。  
 情報図書館は正門をくぐってすぐ左手に鎮座している。ガラス張りの建物は存在感を放っており、見る

たびに心が躍らされる。今回は昼間の見学だったため見ることはかなわなかったが、建物がガラス張りであ

るため、夜になれば照明のおかげでまた違った味わいが出るのだろう。  
いざ館内に踏み込むと、事務長である寺西様が出迎えてくださった。館内は寺西様にご案内していただい

た。各フロアを丁寧に解説していただき、勉強になることばかりであった。  
 館内見学の（個人的な）目玉である学習スペース「プラネット」は全部で 5 つあり、そのうちの一つ

は「ヘルメス」と名付けられている。私が所属する一橋大学の OPAC の名称も「ヘルメス」であるため、

プラネットには一方的な親近感を持っていた。中に入ってみると実に開放感があり、見晴らしも良いためと

ても居心地が良かった。  
 また、各フロアの外周を囲むように設置されている「クリスタルキャレル」と呼ばれる学習スペースに

は非常に驚かされた。全部で 266 席あり、そのほとんどにパソコン、空調が備え付けてある。当然学生に

よる取り合いは激しく、試験期にはすべてうまってしまうそうだ。クリスタルキャレルは予約制であり、予

約は検索端末とは別に準備されている館内の予約端末を使って行う。IC カードをかざすことで簡単に座席

の予約ができるため、使い勝手は非常に良い。  
 さらに驚いたことに、成蹊大学情報図書館は学部ごとに専門のカウンターがあり、それぞれにレファレ

ンス、受け入れ等の係が置かれている。そのため、利用者は所属の学部担当カウンターに問い合わせること

ができるようになっている。このような組織運営は非常に面白いと感じた。  
 成蹊大学情報図書館は自動書庫を取り入れており、今回偶然にも書庫資料の出納があったため挙動を見

せていただくことができた。自動書庫を見るのは初めてだったため、エレベーターの動きや資料の取り出し、

返却の手続き等はこのように行われているのかと感心した。また、地下の会議室のような部屋から自動書庫

に資料がどのように収蔵されているのかを見学できるようになっている。今回は寺西事務長のお心遣いによ

って、そちらも見学させていただくことができた。なんとも言えない工場的な様が個人的には心をくすぐら

れた。  
 成蹊大学情報図書館は 2006 年にリニューアルされており、来年で開館 10 周年を迎える。今日に至っ

ても未来的と評される建築デザインを 10 年も前に考えていた、その慧眼さには恐れ入るばかりである。  
 惜しむらくは、個人的に気になっていた図書館別館を改修して建てられたという「大学 2 号館」を見

る時間がなかったということである。また機会があれば、今度はそちらも見学してみたい。  
 今回図書館見学をご快諾くださった成蹊大学情報図書館の皆さま、並びに企画立案してくださった支部

委員会の皆さまには改めて御礼申し上げたい。本当にありがとうございました。  
  

（やました・よしふみ / 一橋大学 / 2015 年 11 月 24 日提出）  
場所： 成蹊大学  
日時： 2015 年 11 月 14 日(土) 10:45～12:00 

  



3 
 

 

2015/2016 年度東京支部臨時総会記録 
 
1. 開催日時 2015 年 12 月 13 日（日）15:30-16:50  
2. 開催場所 東京大学農学生命科学図書館  
3. 出席者（敬称略/五十音順） 青山，上野，上村，亀田，谷山，呑海，南雲，西脇，野嵜，松原，山下，

山谷，米倉  
4. 配布資料  

1) 大学図書館問題研究会東京支部 2015/2016 年度臨時総会議案  
2) （参考）グループ活動費の考え方 
3) 全国委員会配布資料（資料 11～13） 

5. 議事進行 西脇，記録 野嵜  
6. 議事  
A. 審議事項  
第 1 号議案 活動総括・活動方針  
支部長より，資料 1 に基づき地域グループ制へ

の移行方針について説明を行い，出席者からの意

見・質問を受け，次の 3 点を修正することとなっ

た。 
 
1.2 地域グループ制への移行にあたっての詳細

事項> (4)方針> （削除）1 月 31 日までに 
1.3 他支部からの編入要望があった場合の対応

方針> （変更）編入⇒合併 
1.3 他支部からの編入要望があった場合の対応

方針> （追加）受け入れるものとする⇒原則と

して受け入れるものとする 
 
また，第 1 号議案については賛成多数で採択さ

れ，細かい修正については支部委員会に委任され

た。 
 
主な質問・意見およびその回答については次の

通りである。 
 
・現在，支部会計に置いて支出が収入を上回って

いるが，どのように対応しているのか 
⇒繰越金によって補填しているが，このままでは

早晩繰越金が底を突く可能性があるため，グルー

プ費を現状の支部費から値上げすることとした。 

 
・グループ制への移行時期，および，離脱の申し

出時期について 
⇒2016 年 6 月末日までは東京支部として活動し，

7 月よりグループ制に移行する。離脱の申し出時

期については，議案書では 1 月 31 日までとして

いたが，期限を設定しないこととする。 
 
・新規入会希望者に対しては，グループの申し込

みについてはどのように案内するのか 
⇒グループ経由で入会報告があった場合は，該当

グループへの所属となる。また，web サイトのフ

ォームより申込みがあった場合には，申し込み後，

選択してもらう方式となる。今回の移行により，

複数支部に所属したい人にも対応できるようにな

る。 
 
・支部委員会・支部報の名称について 
⇒今後検討することとする。 
  
・他支部会員の編入受入について 
⇒原則としては受け入れたいと考えているが，状

況を鑑みて検討することもあり得るため，議案書

を修正する。 
以上
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会費納入のお願い 

2015/2016 年度分までの会費の納入がまだの方は，以下のゆうちょ銀行口座まで 
お振込いただくようお願いいたします。 

口座名：大学図書館問題研究会東京支部   口座番号：00140-5-486316 
または 

店名：〇一九(ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ)店(019)   預金種目：当座   口座番号：0486316 
昨年 6 月に個別の納入状況をお知らせしていますが，納入金額が不明な方はお調べ 
いたしますので tokyo@daitoken.com までご連絡ください。 

 
 

2015/2016 年度第 3 回（10 月）～2015/2016 年度第 4 回（11 月）東京支部委員会記録 
 

紙面の都合上、議事のみ掲載いたします。議事内容の詳細は東京支部ウェブサイトをご覧ください。 
⇒ http://www.daitoken.com/tokyo/operation.html#committee 

 
2015/2016 年度第 3 回 大学図書館問題研究会 

東京支部委員会 議事要旨 
1. 日時: 2015 年 10 月 21 日(水) 19:00-20:50 
2. 場所: 港区立虎ノ門いきいきプラザ 
3. 出席者(五十音順/敬称略): 上村，立原，野嵜，

松原，山口，米倉，オブザーバー：青山（欠席: 呑
海，江沢，西脇） 
4. 配布資料: 「支部委員会等会場候補リスト」「関

東五支部合同例会について」「東京支部銀行口座出

納表」 
5. 議事: 
A. 審議事項 

1. 第 1 回支部例会（成蹊大学情報図書館見学会）

について 
2. 関東五支部合同例会について 
3. 東京支部忘年会について 
4. 第 2 回支部例会について 

B. 報告事項 
1. 各担当報告 

2015/2016 年度第 4 回 大学図書館問題研究会 
東京支部委員会 議事要旨 

1. 日時: 2015 年 11 月 30 日(月)19:00-21:10 
2. 場所: 筑波大学東京キャンパス 
3. 出席者(五十音順/敬称略): 立原，野嵜，松原，

山口（欠席: 上村，呑海，米倉，江沢，西脇） 
4. 配布資料: 2015年11月29日全国委員会配布資

料写し（資料 11～13） 
5. 議事: 
A. 審議事項 

1. 第 1 回支部例会（成蹊大学図書館見学会）反

省会 
2. 関東五支部合同例会について 
3. 東京支部忘年会について 
4. 第 2 回支部例会について 
5. 支部報 229 号／230 号について 
6. その他：東京支部臨時総会について 
3. 年間スケジュール（行事日程／支部報発行時

期） 
4. 支部報 228 号について 

B. 報告事項 
1. 全国委員会報告
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