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 春になり，環境が変わった方も多いかと存じますが，皆様いかがお過ごしでしょうか。 

今回は，2016年 9月にオープンした共立女子大学・短期大学図書館の見学会を企画しました。 

共立女子大学・短期大学図書館の取り組みについては，このページ末尾の「参考文献」をご覧ください。 

そして，なんと！見学会の後半には，共立女子大学・短期大学図書館のご近所さん（？）である， 

国立情報学研究所(NII)のサービスの説明会も開催いたします。 

今年度から図書館に関わっている新人さんから，もっと知見を広めたいベテランさんまで， 

ぜひ皆様お誘い合わせの上ご参加ください！ 

 

第 2回東京地域グループ例会：共立女子大学・短期大学図書館見学会 

日 程 ： 2019年 5月 25日（土）10：00-12：00（予定）※終了後，懇親会を予定しています。 

場 所 ： 共立女子大学 神田一ツ橋キャンパス 2号館 

      ～アクセス～ 

      東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄三田線・都営地下鉄新宿線 神保町駅から徒歩 1分 

      東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線 九段下駅から徒歩 2分 

      東京メトロ東西線 竹橋駅から徒歩 3分 

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/access/ 

集 合 ： 当日 9:45から，共立女子大学 2号館入口で担当がお待ちします。 

内 容 ： 共立女子大学・短期大学図書館見学 + 国立情報学研究所(NII)のサービスの説明 

参 加 ： 大学図書館問題研究会会員 または 大学・研究機関に所属する方。参加費は無料です。 

申込方法： 以下の申込フォームからお申し込みください。 

https://forms.gle/uGc8SDxxkEF2ckcf9【申込〆切：5月 21日（火）】 

      定員（25名）に達し次第受付を終了します。 

参考文献： 村居 昌俊. 特集, IoT：モノのインターネット: 共立女子大学・短期大学図書館の ICT

機器紹介. 情報の科学と技術. 2017, 67(11), p.573-576. 

https://doi.org/10.18919/jkg.67.11_573 
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東京地域グループでは，2020年に東京で開催される全国大会に向け，開催地として 

受け入れ体制を整えるため，全国大会検討WGを立ち上げました。 

 

現在，他の学会等の開催予定も勘案しながら，日程と会場候補を検討中です！  

   2020年は，東京オリンピック，パラリンピックの年でもあるので，日程は慎重に検討 

しなければなりません。会場も，会員総会用の大部屋として 100名規模が 1室，分科会 

  などで使用する数十人規模の部屋が 4～5室は必要になります。プロジェクターやマイク 

設備もあると良い...アクセスも重要...などなど，会場探しの条件は，実はたくさんあるの 

です！ 

   

全国大会検討WGメンバーは，まだまだ募集していますので，今からでも参加したい 

という方は，ぜひご連絡ください。 

 オンライン（メール等）での活動が中心になりますので，自宅にいながら参加できます。 

全国大会の参加経験は問いませんので，少しでもご興味のある方は，お気軽にお問い合わ 

せください。 

 

お問合せ先：東京地域グループ運営委員会 tokyo@daitoken.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重要＞ 

 

異動や転居等で，勤務先や住居を変更される場合は，【事務局組織担当】に，ご連絡を

お願いします。他機関への異動はもちろん，学内での配置換え，退職の際なども同様に，

ご連絡をお願いします。 

 

連絡先は東京地域グループではなく，全国の【事務局組織担当】になりますので， 

お間違えのないようご注意ください。 

 

 【事務局組織担当】E-mail: soshiki@daitoken.com  

https://www.daitoken.com/news/membership_information_update.html 

 

 

 

 

全国大会検討WG活動報告 

会員情報の更新のお願い 

https://www.daitoken.com/news/membership_information_update.html
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2018/2019年度関東地域グループ合同例会実施報告 

 

1. 開催日時: 2019年 1月 26日（土）15:00-16:30 ※終了後，懇親会を開催 

2. 開催場所: 東洋英和女学院大学六本木キャンパス本部・大学院棟 3階 301教室 

3. 講師: 加藤 諭氏（東北大学史料館 准教授） 

4. 参加者数: 25名 

5. 企画・運営: 埼玉地域グループ，千葉地域グループ，東京地域グループ 

6. 報告:  

東北大学史料館の加藤諭先生をお招きし、「大学アーカイブズの理念と活動・実践～東北大学史料

館を事例に～」と題し講演いただきました。 

 講演内容については、野村健氏によって『大学の図書館』（第 38巻第 3号(No.544）, 2019・3）に

詳報が寄せられていますので、そちらをご参照頂くとして、概要だけお知らせしますと、そもそもア

ーカイブとはから始まり、大学アーカイブズ、主に国立大学の事例報告、東北大学史料館が日頃どの

ような活動をされているかについ

てご紹介頂き、大学アーカイブズの

重要性、MLA 連携、評価選別基準、

アウトリーチ活動など、取り組むべ

きキーワードや多くの示唆を頂く

機会となりました。 

 毎年恒例の合同例会ですが、普段

と異なり、図書館関係者だけでなく

美術館、史料室関係者にもお越し頂

きましたことも記しておきたいと

思います。 

  

 

 

東京地域グループニュースレター電子化切替照会 

 

運営効率化のため，引き続き，ニュースレターの電子化切替を希望する方を募集して 

います。 

電子化切替をご希望の方には，紙版の送付を停止します。ニュースレターを発行する 

都度，東京地域グループMLでご連絡いたしますので，電子版をご覧ください。電子版 

は東京地域グループウェブサイトで公開します。 

（なお，ご希望の場合は紙版送付の再開ができますので，その旨ご連絡ください。） 

 

【電子化切替の申込方法】 

1) 氏名を明記の上，東京地域グループ運営委員会（tokyo@daitoken.com）にメールにて 

お申し込みください。件名は「ニュースレター電子化切替」としてください。 

2) 東京地域グループMLに未登録の方はウェブサイト 

http://daitoken.com/tokyo/join.html#ml よりメールアドレスを登録してください。 

 

 

  

http://daitoken.com/tokyo/join.html#ml
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2018/2019年度第 4回-6回（12月-2月）東京地域グループ運営委員会記録 

 
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地域グループウェブサイトをご覧く

ださい。 

⇒ http://www.daitoken.com/tokyo/operation.html#committee 

 

2018/2019年度 第 4回 大学図書館問題研究

会東京地域グループ運営委員会 議事要旨 

 

1. 日時: 2018年 12月 19日(水) 19:00-21:00 

2. 場所: ルノアール ニュー新宿 3丁目店 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 青山史絵，駒﨑

知永理，立原ゆり，松原恵，山口友里子 

4. 配布資料: なし 

5. 議事 

A. 審議事項 

1. 関東地域グループ合同例会について 

2. ニュースレター243号について 

3. 全国大会検討WGについて 

4. 会報について 

5. 年度途中で入会した方の地域グループ

活動費の徴収について 

6. 会費督促について 

7. 大図研出版物の今後の対応について 

B. 報告事項 

特になし 

 

 

2018/2019年度 第 5回 大学図書館問題研究会

東京地域グループ運営委員会 議事要旨 

 

1. 日時: 2019年 1月 22日(火) 19:00-21:20 

2. 場所: オンライン（Googleドキュメント） 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 青山史絵，駒﨑

知永理，立原ゆり，松原恵，山口友里子 

4. 配布資料: なし 

5. 議事 

A. 審議事項 

1. 関東地域グループ合同例会について 

2. 全国大会検討WGについて 

3. 会報編集について 

4. 会費督促について 

5. 大図研出版物の今後の対応について 

B. 報告事項 

特になし 

 

 

2018/2019年度 第 6回 大学図書館問題研究

会東京地域グループ運営委員会 議事要旨 

 

1. 日時: 2019年 2月 13日(水) 19:00-21:20 

2. 場所: デニーズ南新宿店 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 立原ゆり，松原

恵，山口友里子 

4. 配布資料: 大図研東京支部出版物在庫リス

ト 

5. 議事:  

A. 審議事項 

1. 関東地域グループ合同例会について 

2. 全国大会検討WGについて 

3. ニュースレター244号について 

4. 第 2回例会について 

5. 出版物の管理について 

B. 報告事項 

 1. 会計担当報告 

 

 

 

 

『d-tokyo: 大学図書館問題研究会東京地域グループニュースレター』 

 第 244号，2019年 5月 

事務局：〒272-0021 千葉県市川市八幡 3-14-27-202 上村順一気付 

東京地域グループメールアドレス： tokyo@daitoken.com 

東京地域グループ運営委員会編集担当：駒﨑知永理，立原ゆり，野嵜恵 

 

 

 

Twitter @dtk_tokyo のフォローを 

よろしくお願いします！ 

http://www.daitoken.com/tokyo/operation.html#committee

