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第 1 回東京地域グループ例会：「LibrarianMap」の紹介＋プレゼン大会「私のお仕事 2019」 

2019/2020 年度の例会初回となる今回は，東京地域グループ会員の皆様の交流を深めていただくイベントを企画しまし

た。国立大学の若手図書館職員の中から生まれたデータベースの紹介と、参加者の中から数名に登壇いただくプレゼン

大会「私のお仕事 2019」を開催します。もちろん観覧だけの参加も大歓迎です。これまで例会に参加したことがなかっ

たという方も、おなじみの常連さんも、 ぜひ皆様お誘い合わせの上ご参加ください！ 

 

日 程： 2019 年 11 月 23 日（土）14:30-16:30（予定） ※終了後，懇親会を予定しています。 

場 所： 港区立神明いきいきプラザ／集会室 A 

～アクセス～ 

山手線・京浜東北線 浜松町駅北口から徒歩 4 分 

都営浅草線・大江戸線 大門駅B1 出口から徒歩 3 分 

https://shiba-ikiiki.com/shinmei/access/ 

集 合： 14 時から開場いたしますので、開始時間までに会場にお越しください。 

参 加： どなたでもご参加いただけます。 

企 画： 

1.LibrarianMap の紹介（講師：東京海洋大学 星野遼さん） 

国立大学図書館職員のデータベースである「LibrarianMap」について、企画・運営メンバーがご紹介します。 

2.プレゼン大会「私のお仕事 2019」（登壇者募集中！） 

参加される方の中から登壇者を募り、自己紹介を交えながら、現在のお仕事や関心事についてお話してもらう企画

です。詳しくは申込フォームのご案内をお読みください！ 

申込先： 以下の申込フォームからお申し込みください。【申込〆切：11 月 16 日（土）】 

    https://forms.gle/xgymwUujiWuFUYrH7 
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2018/2019 年度第 2 回東京地域グループ例会参加報告 
 

 

共立女子大学・短期大学図書館見学レポート 

 

小林（安藤）和実 

５月２５日土曜日、まるで初夏のような素晴らしい天気に恵まれた中、共立女子大学・短期大学図書館

を見学に参加致しました。  

２～３年前に完成したという建物は新しく、入り口の自動ドア横に大きなサイネージがあり、入館前か

ら否応が無しに私の期待は高まりました。そして、中に入ると一つ一つの内装や調度品のデザインにこだ

わった素敵な空間が広がっており、居るだけで楽しくなりました。例えば各所に置いてある椅子は、それ

ぞれの場所により形が様々で、色も数色あり、それがバランスよく配置されていること。窓際にある自習

スペースのデスクライトも、全て同じではなくあえて３種類ほどのデザインを取り入れ、各席に特徴を持

たせていることなどです。このような細やかな配慮には、華やかな女子大らしさを感じました。中でも特

に気に入った場所は、卵型の椅子が配置されている空間です。その場所に入ると上部から小鳥のさえずり

が聴こえ、卵型の椅子に座ると殻に守られているように感じました。勉強で疲れた際の癒しや、リラック

スしながら読書や思案することに最適な場所だと思います。グループ学習室は、畳の部屋があることに感

心しました。靴を脱いで勉強できるので、お友達の家に行った感覚で寛いで勉強できるのではないでしょ

うか。  

運用面で素晴らしいと思ったことは予約図書の受け取りで、カウンターを介さずに受け取る「予約棚方

式」を採用しているところです。多くの公共図書館では、この方式を採用していますが、大学図書館での

採用は目から鱗でした。確かに、別の方が予約している資料はシステム上貸出できないので、到着日付順

ごとに棚に並べ、予約者本人が抜き出し貸出処理をしても問題ありません。利用者も自分の予約した資料

を職員に知られることなく借りることができ、職員も予約本業務の省力可になります。勤務先図書館に当

てはめた際は、付属資料の扱いや他館との調整が必要にはなりますが、将来的に取り入れていきたいと思

いました。他にも「古本募金」を活用している点にも、感心しました。寄付は学修支援活動に充て、クリ

エイティブ・コモンズで使用する文具や、バイリンガル版の漫画購入などに充てているそうです。  

独自のスマホアプリ「リブコモ！」では、来館ポイントを貯めることで景品と交換できるシステムがあ

り、来館の動機付けとして面白い試みだと思いました。景品には図書館の予算をほとんど割いておらず、

業者からのノベルティや、学内にあるロハスカフェのメニューとしているとのこと。図書館側の負担も少

なく利用者も嬉しい、Win-Win なサービスだと感じました。また、ビーコンを使用したラーニング・コモ

ンズの混雑状況把握機能も、学生にとってはありがたいサービスだと思います。加えて交通系 IC カードで

支払うコピー機も、今の学生には利用しやすく、職員側もコインの回収も発生しないのでとても良いと思

いました。  

また、働き方改革の一環として、事務スペースをフルオープンとし、自分の机を持たない「フリーアド

レス」スタイルを採用していることも新しく感じました。実は私も、勤務先で個人の机こそはあります

が、カウンター当番以外でもカウンターが見えるオープンなスペースで仕事をするという、極めて「フリ

ーアドレス」に近い形です。ただ、個人の机を無くそうというと所までの頭はありませんでした。今回見

学して、個人の机を廃止するというのも手としてあると学びました。  

最後に、共立女子大学・短期大学の図書館は、私もここで勉強したい、この空間に居たいと思わせる場

所でした。４月に行う新入生の見学でも、「いつかこの場所図書館で勉強をしたい」と発言する学生がいる

という、誠に羨ましい話しも伺いました。図書館の構想に３～４年かけたそうですが、考え抜かれただけ

ある素晴らしい図書館でした。お忙しい中、見学させて頂きありがとうございました。 

 

（こばやし（あんどう）かずみ / 2019 年 6 月 22 日提出） 
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2019/2020 年度東京地域グループ総会記録 

 

1. 開催日時  2019年 8月 3日（日）15:30-16:50 

2. 開催場所  文京区区民会議室（3階会議室 C） 

3. 出席者（敬称略/五十音順） 

青山，石津，上村，亀田，駒﨑，佐藤，下山，立原，立石，

南雲，松原，山口 

4. 配布資料 

・資料 1：大学図書館問題研究会東京地域グループ

2019/2020 年度総会議案（事前配布） 

・資料 2：2018/2019 年度決算案・2019/2020 年度予算案 

・資料 3：参加初年度の地域グループ活動費の無料化につ

いて（追加第 2 号議案） 

5. 議事進行 下山，記録 立原 

6. 議事 

1. 審議事項 

1) 第 1 号議案 活動総括，決算報告・会計監査報告  

担当委員より，資料 1 に基づき 2018/2019 年度（2018 

年 7 月～2019 年 6 月）の活動総括について報告があ

り，承認された。 

担当委員より，資料 2 に基づき 2018/2019 年度決算

について報告があり，承認された。 

会計監査より，2018/2019 年度会計監査について報告

があり，承認された。 

 

2) 活動方針，予算案，地域グループ運営委員会及び会計

監査人，『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』投稿要領，参加初年度の地域グルー

プ活動費の無料化について 

松原 2018/2019年度東京地域グループ代表より，資料

1に基づき 2019/2020年度（2019年 7月～2020年 6月）

の活動方針について説明があり，承認された。なお，2020

年全国大会への機運を高めるため，大図研オープンカレ

ッジ（DOC）の東京での開催について議場で提案があり，

運営委員会で検討することとなった。 

 

担当委員より，資料 2 に基づき 2019/2020 年度予算

案について説明があり，一部内容訂正のうえ，承認され

た。 

 

2019/2020年度の東京地域グループ運営委員，東京地域

グループ代表，全国委員，オブザーバー，会計監査人につ

いて，次の通り承認された。（敬称略/五十音順） 

・運営委員 

青山 史絵（あおやま ふみえ，東洋英和女学院大学） 

安達 修介（あだち しゅうすけ，横浜国立大学） 

下山 朋幸（しもやま ともゆき，日本社会事業大学）※

全国委員 

高瀬 洋子（たかせ ようこ，専修大学） 

立原 ゆり（たちはら ゆり，東京大学）※地域グループ

代表 

松原 恵（まつばら めぐみ，国文学研究資料館） 

山口 友里子（やまぐち ゆりこ，一橋大学） 

・オブザーバー 

石津 朋之（いしづ ともゆき，筑波大学） 

上村 順一（うえむら じゅんいち，国立情報学研究所） 

野嵜 恵（のざき めぐみ，所属非公開） 

なお，今後のオブザーバーの選出，増員については運営

委員会に一任することとなった。 

・会計監査人 

中山 昌也（なかやま まさや）  

南雲 知也（なぐも ともや） 

 

担当委員より，資料 1 に基づき『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』投稿要

領について説明があり，承認された。 

担当委員より，資料 3 に基づき参加初年度の地域グル

ープ活動費の無料化の提案について説明があり，一部内

容訂正のうえ，この案を東京地域グループの総意として

全国委員会に提出することが承認された。 

 

2. 報告事項 

特になし 

以上

 
 

 

 
 
 

 配布資料 3：参加初年度の地域グループ活動費の無料化について（追加第 2 号議案）において，

「3. 提案内容」に「今年度から参加している会員へは納入済の地域グループ活動費を返金する」と記

載していました。しかし本件については，引き続き大図研全体で検討中のため，納入済の会費の返金

は，無料化が適用された年度からとなります。お詫びして訂正いたします。 

 
 
  

2019/2020 年度東京地域グループ総会配布資料 お詫びと訂正 
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耳より情報 Twitterやってます♪ @dtk_tokyo のフォローよろしくお願いします！ 

 

2019/2020 年度第 1 回-2 回（8 月-9 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 

 

2019/2020 年度第 1 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 8 月 22 日(木) 19:00-21:15 

2. 場所: デニーズ南新宿店 

3. 出席者(五十音順/敬称略): 青山史絵，安達

修介，下山朋幸，高瀬洋子，立原ゆり，松

原恵，山口友里子 

4. 議事 

A. 審議事項 

1. 運営委員会の開催頻度、情報共有方法

について 

2. 運営委員会の役割分担 

3. 年間スケジュール 

4. 大図研オープンカレッジ（DOC）の

2020 東京開催について 

5. 東京地域グループ第 1 回例会について 

B. 報告事項 

特になし 

2019/2020 年度第 2 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 9 月 25 日(水) 19:00-21:15 

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，安達

修介，下山朋幸，高瀬洋子，立原ゆり，松

原恵，山口友里子 

4. 議事:  

A. 審議事項 

1. 東京地域グループ第 1 回例会について 

2. 会報 10 月号（全国大会フラッシュ

号）への寄稿について 

3. 合同例会企画について 

4. 東京地域グループニュースレター246

号について 

5. 出版物の管理について 

B. 報告事項 

特になし

 

 

 

 

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 

受け入れ態勢を整えるため，全国大会検討WGを立ち上げました。2020 年大会は 

東京オリンピック・パラリンピック後の 10 月に開催を予定しています。検討WG の皆様の 

ご協力によって，現在，開催会場の目途が経ったところです。アクセスがよく便利な会場を 

確保できる見通しですので，公式のご案内をどうぞお楽しみに！ 

全国大会検討WGメンバーは，まだまだ募集中です。2020 年全国大会のために何か協力したいと 

いう方，一緒に全国大会を盛り上げたいという方は，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  

   

 

 

 

 

 

 

『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 246 号，2019 年 10 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：安達修介 

※ニュースレター電子化切替ご希望の方は、上記アドレスまでご連絡をください。 

Google フォームからも申請できます。→ 

 

全国大会検討WG へのお誘い 


