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1. 一橋大学附属図書館研究開発室 室員名簿 

 氏名 在任期間 所属 専門領域 

室長 山部俊文 2014.12～ 

 

附属図書館長、社会科学古典資料セ

ンター長、法学研究科教授 

社会法学、 

民事法学 

室長 青木玲子 2014. 4～

2014.11 

附属図書館長、社会科学古典資料セ

ンター長、経済研究所教授 

産業組織論、

経済理論 

室員 夏目琢史  2014.8～ 附属図書館助教 日本近世史 

室員 福田名津子 

 

2012.4～ 附属図書館専門助手 

 

西洋思想史 

室員 床井啓太郎 

 

2012.4～ 社会科学古典資料センター専門助手 西洋近世史、 

書誌学 

室員 福島知己 2012.4～ 社会科学古典資料センター専門助手 西洋思想史 

 

2. 一橋大学附属図書館研究開発室 活動一覧 

①プロジェクト 

● 梅谷文夫名誉教授寄贈古典籍の整理 

柏崎順子法学研究科教授の指導の下、梅谷文夫名誉教授よりご寄贈いただいた古典籍を

整理した。 

実務担当者 夏目琢史助教 

参加者 有志の本学図書系職員（約 17 名）、大学院生（3 名） 

  

● 『如水会々報』の目録更新および公開 

『如水会々報』第 401～500 号の目録を作成し、公開した。 

責任担当者 福田名津子専門助手 

実務担当者 大場高志学園史資料室員 
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その他、研究開発室の関わったプロジェクトは以下のとおり。 

○ 電子的資料の利活用に関するプロジェクトチーム 

「学部学生の電子的資料の利用に関する教員向けアンケート」「学部学生へのグループ

インタビュー記録」の結果を分析した。ディスカバリー・サービス（HERMES-

Articles）の愛称を募集・決定し、ロゴも決定したうえで、BELL 等により広報活動を実

施した。 

責任担当者 小野亘雑誌情報係長 

実務担当者 江沢美保図書情報係員、中山知士雑誌情報係員、菅原しおり雑誌情報係

員、山本順也利用者サービス係員、山口友里子レファレンス係員、柴田育

子電子情報係員、福田名津子専門助手 

  

○ 情報リテラシー教育プロジェクト 

2014 年 4 月に図書館春のガイダンス（図書館ツアー・大学院生向け・修論の書き

方）、5 月に学部共通科目「学生生活の技法」の補助、6 月に夏のガイダンス（レポー

トの書き方・図書館活用）、7 月に卒論ガイダンス、データベース講習会（日経

NEEDS-Financial Quest・LexisNexis Academic）を行った。10 月に教職員ガイダンス、11

月に学部共通科目「学生生活の技法」の補助、12 月に冬のガイダンス（レポートの書

き方）を行った。オンデマンドガイダンスは、計 34 回開催した。 

責任担当者 菅原光レファレンス係長 

実務担当者 江沢美保図書情報係員、田中梓利用者サービス係員、山本順也利用者サー

ビス係員、山口友里子レファレンス係員、赤木真由子レファレンス係員、

藤村ゆか電子情報係員、福田名津子専門助手、床井啓太郎専門助手、福島

知己専門助手、夏目琢史助教 
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③視察・調査・研修等 

1) 学外での講演・講義・発表 

2015.2.19 床井啓太郎 東北大学「平成 26 年度東北地区大学図書館協議会合同研修

会」において講義「洋古典資料基礎知識」 

 

2) 学内での講演・講義・発表 

2014. 4.1 

   ～4.17 

福田名津子 

床井啓太郎 

福島 知己 

「附属図書館春のガイダンス」において講義「修論の書き

方」（計 3 回） 

2014. 5.8 

   ～6.5 

福田名津子 

床井啓太郎 

福島 知己 

学部共通科目「学生生活の技法」において講義・グループワ

ーク補助（計 4 回） 

2014. 5.20 福田名津子 学芸員資格科目「博物館資料保存論」において講義・見学担

当 

2014.6.9 

   ～6.20 

福田名津子 

床井啓太郎 

福島 知己 

「附属図書館夏のガイダンス」において講義「レポートの書

き方」（計 5 回） 

2014.6.16 福田名津子 学芸員資格科目「博物館教育論」において見学担当 

2014.6.24 床井啓太郎 学芸員資格科目「博物館資料保存論」において見学担当 

2014.10.30 

～11.27 

室員 4 名 学部共通科目「学生生活の技法」において講義・グループワ

ーク補助（計 4 回） 

2014.11.14 床井啓太郎 第 34 回西洋社会科学古典資料講習会において講義「西洋古

典資料の目録作成」 

2014.11.14 福島 知己 第 34 回西洋社会科学古典資料講習会において講習「目録作

成実習」 
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3) 調査出張・研修参加 

2014. 5. 29 福田名津子 「学術情報基盤オープンフォーラム 2014－共に考え、共に

創る明日の学術情報基盤へ」（於 国立情報学研究所）参加 

2014. 6. 10 福島 知己 シンポジウム「デジタル技術がもたらす世界と知の将来―バ

イエルン州立図書館の挑戦」（於 国会図書館東京本館）参

加 

2013. 7.18 福田名津子 日本女子大学成瀬記念館見学・調査 

2014. 7.30 福田名津子 東京海洋大学附属図書館見学・調査 

2014. 8.21 福田名津子 大阪市立東洋陶磁美術館見学・調査 

2014. 8.25 福田名津子 ワークショップ「デジタル・ヒューマニティーズの最前線と

経済学史研究」（於 東京大学）参加 

2014. 8.26 福島 知己 ワークショップ「貴重資料の電子化アーカイブとその公開・

利用・外部連携：Digital Humanities の新局面」（於 本学社

会科学古典資料センター）企画・準備・運営 

2014. 8.26 福田名津子 ワークショップ「貴重資料の電子化アーカイブとその公開・

利用・外部連携：Digital Humanities の新局面」（於 本学社

会科学古典資料センター）参加 

2014. 8.28 床井啓太郎 東洋文庫見学・調査 

2014.10.24 福田名津子 東京農工大学科学博物館見学・調査 

2014.10.29 夏目琢史 

福田名津子 

立教学院展示館見学・調査 

2014.11.4 福田名津子 神戸大学附属図書館大学資料室、神戸大学百年記念館展示ホ

ール見学・調査 

2014.11.5 福田名津子 京都大学大学文書館、京都大学百周年時計台記念館歴史展示

室見学・調査 

2014.11.5 福島 知己 一般社団法人日本電子出版協会主催セミナー「バチカン図書

館の長期デジタル保存プロジェクト紹介」（於 研究社英語

センター）参加 
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2014.11.6 

～11.7 

福田名津子 

床井啓太郎 

福島 知己 

第 16 回図書館総合展（於 パシフィコ横浜）参加 

2014.11.11 福田名津子 附属図書館ブックトーク’14「環境史へのいざない」（本学

本館１階特別応接室）参加 

2014.11.21 福田名津子 

床井啓太郎 

第 28 回近代の文化遺産の保存修復に関する研究会「洋紙の

保存と修復」（於 東京文化財研究所）参加 

2014.11.29 夏目 琢史 松本市文書館見学・シンポジウム参加 

2014.12.5 床井啓太郎 国立国会図書館第 25 回保存フォーラム「続けられる資料保

存」参加 

2014.12.6 福島 知己 講演会「名古屋大学レクチャー２０１４」（於 名古屋大

学）参加 

2014.12.7 福島 知己 「『名古屋大学附属図書館蔵 水田文庫貴重書目録』刊行記

念講演会」（於 名古屋大学附属図書館）参加 

2015.2.20 床井啓太郎 東北大学附属図書館見学・調査 

2015.3.6 

～3.7 

床井啓太郎 関西学院大学附属図書館見学・調査 

 

4) 学内での研究会等企画・実施 

2014. 7.28 福田名津子 第 14 回福田徳三研究会開催（於一橋大学） 井上琢智「福

田徳三著作全集復刻出版の意義について：『復興経済の原理

及若干問題』復刻の経験を踏まえて」 

2014.11.15 福田名津子 第 15 回福田徳三研究会開催（於一橋大学） 武藤秀太郎

「福田徳三と近代中国」 

2015. 1.24 福田名津子 第 16 回福田徳三研究会開催（於一橋大学） 『福田徳三著

作集』編集会議 

2015. 3.27 福田名津子 第 17 回福田徳三研究会開催（於一橋大学） 『福田徳三著

作集』編集会議 


