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2017 年度 東地区部会 館長会 

日時：2017 年 6 月 9日（金） 

会場：立正大学 品川キャンパス 1 号館 4階 第 7会議室 

 

テーマ「図書館における機関リポジトリの推進について －オープン化と電子化－」 

  ····················· 61 

 
 

2017 年度 東地区部会 研究講演会 

日時：2017 年 6 月 9日（金） 

会場：立正大学 品川キャンパス 石橋湛山記念講堂 

 

講演 1：「私立大学図書館と国公私立大学図書館協力委員会との連携について」 ······ 69 

 慶應義塾大学 日吉メディアセンター課長  岡野 純子 

 

講演 2：「私立大学図書館と国立情報学研究所（NII）との連携について」 ··········· 69 

 国立情報学研究所 学術基盤推進部次長  江川 和子 

 
 

2017 年度 東地区部会研究部 研究分科会報告大会 

日時：2017 年 12 月 14 日（木） 

会場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール 

 

研究発表 1：「分類法における主題のとらえ方 －ツールとしての活用について－」 

  ····················· 69 

 分類研究分科会  鈴木 学（日本女子大学） 

 

研究発表 2：「学生協働の現状と課題 －『「学生協働のマネジメント」に関する 

アンケート調査』からみえてきたこと－」 ··························· 69 

パブリック・サービス研究分科会 

 常盤 哲平（文教大学）  太田 潤（明星大学） 

 山本 美智恵（日本体育大学） 

 

研究発表 3：「大学図書館における「西洋古版本」に関する調査から見えてくること 

－2017 年アンケート調査結果報告－」 ···························· 69 

西洋古版本研究分科会 

 ティムソン ジョウナス（早稲田大学） 

 阿部 伊作（東京基督教大学） 
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研究発表 4：「刊記を疑う －校合調査に基づく刊年・印行年の推定－」 ············ 69 

和漢古典籍研究分科会 

松下 賢（駒澤大学） 高島 みなみ（成城大学） 

八木 彩香（中央大学） 堀 はな恵（鶴見大学） 

小此木 敏明（立正大学） 藤 順一（早稲田大学） 

 

研究発表 5：「日本の大学図書館における質問相談サービスの提供方法の現状と変化」 

  ····················· 69 

レファレンス研究分科会  

 長谷川 敦史（早稲田大学） 鈴木 学（日本女子大学） 

 根本 杏奈（立教大学） 

 

 

2017 年度 西地区部会 研究会 

日時：2017 年 9 月 15 日（金） 

会場：西南学院大学 百年館（松緑館）1階 多目的ホール 

 

メインテーマ「今 改めて図書館の防災を考える」 

 

基調講演：「大震災時の図書館における安全性の確保と果たすべき役割 

－これまでの地震災害から学ぶ－」 ······························· 116 

神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 教授 

 図書館・情報支援センター所長  中山 久憲 

 

研究発表 1：「図書館独自の危機対応訓練を実施して」 ··························· 129 

 金城学院大学図書館  田中 宏樹 

 

研究発表 2：「みなさん、ついで防災がオススメですよ。」 ························ 137 

 美作大学図書館 二宮 敦 

 

研究発表 3：「福井豪雨被災事例に学ぶ水害対策」 ······························· 145 

 仁愛大学附属図書館  宮川 祐一 

 

研究発表 4：「大学図書館と防災 ～棚から避難誘導訓練まで～」 ················· 152 

 関西学院大学図書館  河本 啓吾 
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