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 2020年から新型コロナウイルス感染拡大防止のため見送っていた、東京地域グループの現地訪問型見学

会を開催いたします。人数の制限はありますが、皆さん奮ってご参加ください。 

 

日  程： 2022年 12月 3日（土）11:00-12:30 

会  場： 米沢嘉博記念図書館・現代マンガ図書館 

ご紹介いただく図書館：明治大学 米沢嘉博記念図書館 

明治大学さんでは、国際日本学部を中心にマンガ・アニメ・ゲームの分野の研究・教育を推進すると

ともに、2009年には大学全体の取り組みとして、世界最大級となる同分野のアーカイブ施設を設置す

る計画を発表されました。「米沢嘉博記念図書館」は、故・米沢嘉博氏の蔵書の寄贈をご遺族より受

け、これを核にマンガとサブカルチャーの専門図書館を先行施設として開館するとともに、翌 2010

年からは故・内記稔夫氏が築かれた「現代マンガ図書館」を引き継ぎ、運営されています。 

参考 URL：https://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/index.html 

参  加：大図研会員限定で定員 18名（※コロナ対策のため、1グループ（説明者含め）10名） 

参 加 費：無料 

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 30日（水）】 

https://forms.gle/uuU7jHMjJoGUy5Ki6 

問い合わせ先：tokyo(at)daitoken.com （大学図書館研究会東京地域グループ） 

※(at)は@に置き換えてください。

注意事項 

・コロナの感染状況によっては開催中止または延期の可能性があります。 

・当日の健康状態等については、米沢嘉博記念図書館ホームページに記載されている「感染症対策につい

て」をご確認ください。https://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/visiting.html 

 

2022/2023 年度東京地域グループ第 1 回見学会のお知らせ 
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 東京地域グループイベント開催報告 

 

〇2022/2023年度東京地域グループ第 1回情報交換会実施報告 

1. 開催日時：2022年 10月 29日（土) 15:00-16:00 

2. 場 所：オンライン開催（Zoom） 

3. 内 容：全国大会報告  

4. 対象：大図研会員限定 

5. 参加者数：11 名 

6. 概要： 

 9月 17 日（土）から 9 月 19 日（月・祝）の 3 日間に渡って行われた 2022 年度の全国大会について、

各分科会・記念講演・シンポジウムの内容の報告や参加の感想、また会の運営の振り返りなどについ

て情報交換を行いました。 

 情報交換会参加者の方が全国大会期間に参加されていたイベント枠は多岐に渡っており、また運営

メンバーも多くいたため、全国大会開催から時間は経っていましたが、全国大会参加者も参加できな

かった人も、分科会や講演などの大会の様子をよく知ることができる会となりました。 

 

 

2022/2023 年度第 1 回-第 2 回（9 月-10 月）東京地域グループ運営委員会記録 
 

下記のとおり，東京地域グループ運営委員会を開催いたしました。 

 

 

第 1 回  

日時：2022年 9 月 21 日（水）19:40-21:00 

議事 

1. 2022/2023 年度運営委員会について  

2. 運営委員の役割分担  

3. 年間スケジュール  

4. 2021/2022 年度からの残件 

5. 東京地域グループ ML（d-tokyo）の整理につ

いて 

6. 情報交換会について 

7. その他 

 

 

第 2 回 

日時：2022年 10月 18 日（火）19:30-21:00 

議事： 

 審議事項〕 

1. 2022/2023 年度第 1回情報交換会について 

2. ニュースレター256号について 

3. 11月～12月のイベントについて 

4. 年間スケジュール 

5. その他 

 
 
 

東京地域グループ運営委員会の議事内容の詳細は， 

東京地域グループウェブサイトにおいて公開しています。 
https://www.daitoken.com/tokyo/operation.html#committee  
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2022/2023 年度東京地域グループ総会記録 

 

1. 開催日時 2022年8月7日（土） 10:30-11:45 

2. 開催場所 武蔵野プレイスフォーラム A 

3. 出席者 青山，安達，池田, 石津，上村，小

田, 小野, 小林, 下城，下山，南雲，野村，松原，

山口（敬称略） 

4. 配布資料 

資料 1：大学図書館研究会東京地域グループ

2022/2023 年度総会議案（事前配布） 

資料 2： 2021/2022 年度決算案・2022/2023 年

度予算案（事前配布） 

5. 議事進行 野村，記録 安達 

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 2021/2022 年

度（2021 年 7 月～2022 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 2021/2022 年

度決算について報告があり，承認された。  

会計監査人より，2021/2022 年度会計監査に

ついて報告があり，承認された。 

 

2) 第 2 号議案 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について 

安達東京地域グループ代表より，資料 1 に基

づき 2022/2023 年度（2022 年 7 月～2023 年 6

月）の活動方針について説明があり，承認され

た。  

担当委員より，資料 2 に基づき 2022/2023 年

度予算案について説明があり，承認された。 

 

2022/2023 年度の地域グループ運営委員，地

域グループ代表，全国委員，会計監査人につい

て，以下の通り承認された。（五十音順，敬称

略） 

・運営委員 

安達 修介（あだち しゅうすけ，東京大学）

※地域グループ代表   

小林 和実（こばやし かずみ，東京都立大学）  

下山 朋幸（しもやま ともゆき）※全国委員  

下城 陽介（しもじょう ようすけ，東京大学）  

立原 ゆり（たちはら ゆり，東京大学）  

松原 恵（まつばら めぐみ，国立情報学研究

所）  

山口 友里子（やまぐち ゆりこ，一橋大学）  

山崎 圭（やまざき けい, 法政大学） 

・会計監査人 

石津 朋之（いしづ ともゆき） 

南雲 知也（なぐも ともや） 

 

オブザーバーの推薦について，以下の通り承認

された。（五十音順，敬称略） 

・オブザーバー 

青山 史絵（あおやま ふみえ, 東洋英和女学

院大学）  

池田 隆平（いけだ りゅうへい, 国立情報学

研究所）  

上村 順一（うえむら じゅんいち，国立情報

学研究所）  

高瀬 洋子（たかせ ようこ，専修大学） 

 

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。 

 

2. 報告事項 

特になし 
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2022/2023 年度東京地域グループ 新規運営メンバーからのご挨拶 

 

◇山崎 圭 

 下山さん、安達さんからお誘いをかけてくださり参加のお返事をしてしまいました。中学高校

教員 10年、図書館では雑誌目録やリポジトリ、情報リテラシーで 15年、現代 GPや社会人学び

直しプログラム、地域振興支援（相模原町田大学地域コンソーシアム立ち上げ手伝いなど）5年

お手伝いをして参りました。ワタシのようなポンコツ職員に何ができるのか分かりませんが、定

年間近でもあり 2024年で終わりと自分で決めて関わっているので何ができるかわかりませんが、

お手柔らかにお願いいたします。 

（法政大学，研究企画担当） 

 

◆池田 隆平 

東京地域グループにオブザーバーとして参加させていただく池田と申します。国立情報学研究

所に事務職員として所属しております。これまで大学図書館と遠からぬ業務に携わって参りまし

て、その内容に強く関心を持っておりましたところ、この度ご縁により大図研に参加させていた

だけることとなりました。 

所属柄、大学図書館は大学の教育研究にとって不可欠な中核を成しており云々といった概念的

な話は入ってくるところですが（また疑いの余地はありませんが）、大図研においては大学図書

館とはどのような営みによるものかを学びつつ、大学図書館の活動を手と足で盛り立てることが

できれば嬉しいと考えております。 

コロナ禍も落ち着きつつあるなか、どのような活動ができるかを皆様と考えていければ幸いで

す。どうかよろしくお願いいたします。 

（国立情報学研究所，オブザーバー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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 256 号，2022 年 11 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：小林和実 

※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。→ 

 

フォローしてくださると 

嬉しいです。 

Twitter  
@dtk_tokyo 


