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国際子ども図書館の見学会を下記の通り開催いたします。奮ってご参加ください。  

 

東京支部例会「国際子ども図書館見学会」 

日時：2016年 6月 5 日（日）10:00～12:00（予定） ※終了後、懇親会を予定しています。 

場所：国際子ども図書館 

（JR 上野駅 公園口から徒歩 10 分、東京メトロ銀座線・日比谷線 上野駅から徒歩 15分）  

http://www.kodomo.go.jp/use/access/access.html 

集合：9:45から、国際子ども図書館前で担当がお待ちします。  

参加方法：大学図書館問題研究会会員（先着 30名）の参加に限定させていただきます。 

 ※見学会の参加費は無料 

内容（予定）：図書館内見学  

 申込方法：右の URL（Google フォーム）からお申し込みください。http://goo.gl/forms/Crisx0N8ZH 

 ※申込〆切：5 月 29 日（日） 

 ※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。 

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。 

 

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。 

7月の地域グループへの移行準備のため, ご協力をお願いいたします。 

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 

2015/2016 年度第 3 回支部例会のお知らせ 
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2015/2016 年度第 2 回支部例会報告 

 

お茶の水女子大学附属図書館経営に関する一考察 

―大学図書館問題研究会東京支部例会参加報告― 

 

高池宣彦（筑波大学大学院） 

 

 3月 17日，東京支部例会にて，「お茶の水女子大学附属図書館における学修・教育支援」と題した講演会

が開催された。お茶の水女子大学附属図書館は，「ラーニングコモンズ（LC）」の早期導入，「TeaPot（リポ

ジトリ）」での動画配信，「キャリアカフェ」，「お茶の水女子大学 E-book サービス」，「LALA（Library Academic 

Learning Adviser ）」，「図書館入試」など，数々の先進的な取り組みを行っており，以前から敬意の念を抱

いていた図書館である。 

 常勤職員 10名（全学の情報基盤担当も含む），非常勤職員を合わせても 20名程度の規模で，なぜこのよ

うな多様な成果を生み出せているのであろうか。このような点について，一端でも知りたいという思いで，

期待感をつのらせつつ会場に足を運んだ。 

 本講演会では，講師の餌取直子氏（お茶の水女子大学附属図書館）より，大学図書館を取り巻く背景や，

当大学図書館が学修・教育支援として従来から行っている取り組み，また新しく求められている取り組みに

ついて分かりやすく解説していただいた。 

 また，参加者の関心と質問は「図書館入試」に集中した。「図書館入試」は，当大学における新フンボル

ト入試の文系の二次選考で行われるもので，図書館界だけではなく，教育界など広い領域で注目を集めてい

る。しかし，私の関心は「図書館入試」のみならず，そのような先進的な事例を生み出す，当大学図書館の

経営の背景にあった。 

 講演内容と質疑を拝聴しての私見を述べさせていただくと，当大学図書館経営における重要なポイントは，

（1）図書館員への教員からの信頼獲得，（2）経営資源の選択と集中，（3）高度な情報活用の実践力の三点

であると考える。 

 紙幅の都合上，簡潔に述べるが，まず，（1）に関して，餌取氏は（a）LC，キャリアカフェによる学びの

場の提供，（b）情報リテラシー教育の関与，（c）アカデミックスキル全般の支援を担う LALAが，教員か

らの信頼獲得に繋がったとの解説をしていただいた。さらに，(2）については，参加人数が減少傾向であっ

た図書館主催の講習会を中止し，オーダーメイド講習会や人気の文献管理ツール講習会に集中したことにつ

いて報告があった。そして，（3）については，策定後間もない「高等教育のための情報リテラシー基準」

を講習会の見直しや教員とのコミュニケーションで活用したり，学内の動向（どういう人物がどういう事を

求めているのか）の把握にも努めた上，働きかけも行ったりしているとのことであった。つまり，図書館経

営に必要な情報を，図書館員が主体的に収集し，大学と大学図書館のステークホルダーの状況を踏まえて発

信しているというということが伺えた。 

 本講演会は東京支部会員のみの参加であり，質疑を含め 2時間ほどの内容であったが，期待を上回る大

変有意義な時間を過ごすことができた。例会に参加できたという恩恵を噛み締めつつ，会場を後にした。 

今回の講師を務めてくださった餌取直子氏をはじめ，ご準備いただきました東京支部の皆さまに，心より感

謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

（たかいけ のりひこ / 筑波大学大学院 / 2016年 3月 23 日提出） 

日程：2016 年 3月 17 日（木）19:00-21:00（予定） 

場所：喫茶室ルノアール 新宿 3丁目ビッグスビル店 7 号室 

参加者数：12名  
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東京支部の今後の体制について 

 

東京支部委員会 

 大学図書館問題研究会では，2015年 8月の会員総会の審議を受け，2016/2017 年度（2016 年 7月 1日 

～2017 年 6月 30日）から，現在の支部制にかわり，地域グループ制をとることになりました。 

2015年 12 月に行った東京支部臨時総会では，東京支部はそのまま地域グループへ移行することが承認

されました。東京支部会員の皆様は，原則として全員，東京地域グループへ移行することになります。2016

年 7月以降の東京地域グループへの所属を希望しない方は，2016 年 6月末日までに，東京支部委員会

（tokyo@daitoken.com）へお知らせください。お申し出のない方は，東京地域グループにそのままご所属

いただけます。 

 なお，大学図書館問題研究会会員の皆様は，①ひとつの地域グループに所属する，②複数の地域グループ

に所属する，③いずれの地域グループにも所属しない，のいずれかを選択することができます。 

 また，2016 年 1月 7日にお送りした東京支部メーリングリストでのご報告「東京支部臨時総会報告（支

部制からグループ制への移行方針）」及び臨時総会議事録

（http://daitoken.com/tokyo/document/minutes_201512.pdf）でもお知らせしましたとおり，これまでの支

部会費に相当するグループ活動費は，2016/2017 年度の東京地域グループにおいては年間 1,500円となりま

す。大学図書館問題研究会会費（これまで同様年間 5,000円）とあわせて，常任委員会会計より徴収いたし

ますので，案内をお待ちください。 

 東京地域グループと名前は変わりましても，会員相互の交流，会員による発表の場の提供，会員の専門的

知識の獲得や専門的スキルの向上，他グループや他組織との交流などを目的として，さらに活発な活動を行

ってまいりたいと思いますので，ぜひ皆様にも今後ますます活動にご参加いただき，メーリングリスト

（d-tokyo@daitoken.com）や支部報，例会等を一緒に盛りあげていただきますよう，心よりお願いする次

第です。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ご不明な点がありましたら，東京支部委員会（tokyo@daitoken.com）までお気軽にお問い合わせくださ

い。 

 

 

2015/2016 年度関東五支部新春合同例会開催報告 

 

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（関東五支部新春合同例会） 

1 月 30日に関東五支部合同例会を開催いたしました。 

日程：2016 年 1月 30 日（土）15:00-17:00（予定） ※終了後、懇親会を開催 

場所：筑波大学東京キャンパス文京校舎 117講義室 

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

きました。 

参加者数：28名 
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2015/2016 年度第 5 回（1 月）～2015/2016 年度第 8 回（4 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 5 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: 2016 年 1 月 6 日(水) 19:00-21:00 

2. 場所: 文京区男女平等センター 

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 

4. 配布資料: 出版物納入のお願い 

5. 議事: 

A. 審議事項 

1. 第 2 回支部例会について 

2. 関東五支部合同例会について 

3. 東京支部臨時総会決議について 

4. 支部報 231 号について 

5. その他：予算執行状況の共有について 

B. 報告事項 

1. 各担当報告 

 
 

2015/2016 年度第 6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: 2016 年 2 月 18 日(木)19:00-21:35 

2. 場所: 東京大学農学生命科学図書館 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 上村(記録)，立原，野嵜，

松原，山口，米倉，オブザーバー:西脇 

4. 配布資料: ① 貴学附属図書館に係るご講演のお願い

について(依頼), ② 関東五支部合同例会アンケート結果, 

③ グループ制への移行について(案) 

5. 議事: 

A. 審議事項 

1. 第 2 回支部例会について 

2. 関東五支部合同例会(1/30)について 

3. 東京支部臨時総会決議について 

4. 支部報 231 号について 

5. 第 3 回支部例会について 

B. 報告事項 

1. 全国委員会報告 

2015/2016 年度第 7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: 2016年 3月 7日(月)19:00-21:00 

2. 場所: 港区虎ノ門いきいきプラザ 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 上村(記録), 立原，野嵜，

松原，オブザーバー: 青山 

4. 配布資料: なし 

5. 議事: 

A. 審議事項 

1. 支部報 232 号(4月発行予定)について 

2. 第 3回支部例会(5月開催予定)について 

3. 今後の支部委員会の会場について  

4. 第 2回支部例会について  

5. 会費納入状況の確認及び督促 

6. その他 

B. 報告事項 

1. 各担当報告 

 
 

2015/2016 年度第 8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: 2016年 4月 14日(木) 19:00-21:10 

2. 場所: 東洋英和女学院大学大学院棟 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 上村(記録)，立原，呑海，

野嵜，松原，山口，米倉，オブザーバー: 青山，西脇 

4. 配布資料: 2015/2016 年度までの会費納入のお願い

(案) 

5. 議事: 

A. 審議事項 

1. 第 3回支部例会（5月開催予定）について 

2. 支部報 232 号（4月発行予定）について 

3. 東京支部総会について 

4. 地域グループ移行後の会費送金用口座について 

5. その他 

B. 報告事項 

1. 各担当報告 
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