
　(ア)　図書館司書専門講座講師 平成12年４月20日、４
月25日～４月27日

全国の図書館司書を対象とした専門講座における
講師(文部省、国立教育会館社会教育研修所主
催)
題目：演習「図書館サービス計画の企画・立案の実
際」(演習講師)

　講義科目においては、毎回レジュメを作成し、参
考資料として各回の講義内容に関連する各地の図
書館における実践事例を報じた新聞記事のコピー
等を添付し、具体的な実践事例に関する情報提供
を積極的に行っている。

　ア　図書館関係新聞記事等の活用

　ア　大学公開講座講師
　(ア)　尚絅公開講座講師 平成26年９月３日、

平成27年９月２日
平成26年度尚絅公開講座「図書館のあり方を考え
る」
平成27年度尚絅公開講座「図書館による地域活性
化～コミュニティの拠点としての図書館～」

　イ　司書採用試験情報の提供 平成24年４月１日～
現在に至る

職名

（4）その他教育活動上特記すべき事項

（2）作成した教科書・教材・参考書

教授

氏名

桑原　芳哉

教育研究業績書

Ⅰ　教育活動

　司書課程講義科目において、毎回、講義内容に
関する「復習用演習問題」を配付し、学生の事後学
修に活用させている。この「復習用演習問題」につ
いては、熊本県など主な自治体の司書採用試験の
第１次試験を模した択一式の問題として、就職試
験対策を兼ねるものとしている。

　特記事項なし

　「Ⅱ部　経営論」のうち「６章　図書館の経営評
価」、「７章　図書館の管理形態の多様化」の全文
及び「５章　図書館における計画とマーケティング」
の一部を執筆担当。
　担当授業「図書館制度・経営論」において教科書
として使用。

（3）教育方法・教育実践に関する発表、講演等

教育実践上の主な業績 年 月 日 概　　　　　　要

（1）教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

文化言語学部文化言語学科

所属

　ア　教科書として使用する図書の執筆
　　『図書館制度・経営論』
　　(現代図書館情報学シリーズ　２)
　　発行：樹村房　糸賀雅児・薬袋秀樹　編集
  　　(再掲)

平成25年12月25日発
行

　ウ　復習用演習問題の作成・活用 平成25年４月１日～
現在に至る

平成24年４月１日～
現在に至る

　(イ)　尚絅大学文化言語学部公開講座講師

　第１回目の講義において、講義のガイダンスとと
もに前年度の全国での司書採用試験について、受
験者数・合格者数等の数値の集計を紹介し、司書
を目指すことの厳しさを具体的な数値を挙げて説
明している。また正規・非正規を問わず司書採用
試験の情報収集に努め、特に４年生に対しては、
授業時に採用試験の情報を提供している。

　イ　作成した教材 平成24年４月１日～
現在に至る

　講義科目においては、毎回レジュメを作成し、参
考資料として各回の講義内容に関連する各地の図
書館における実践事例を報じた新聞記事のコピー
等を添付している。また、司書課程講義科目にお
いては、毎回、講義内容に関する「復習用演習問
題」を配付している。

平成26年６月～平成
29年６月

全国の図書館司書を対象とした専門講座における
講師(文部科学省、国立教育政策研究所社会教育
実践研究センター主催)
題目：「図書館の経営と評価」(事例研究講師及び
進行)

平成25年11月２日 第７回尚絅大学文化言語学部公開講座　「図書館
をめぐる議論～県立図書館はどこへ行く～」

　イ　研修会講師等



平成26年９月～平成
27年９月

全国の公共図書館の新任図書館長等を対象とし
た研修における講師(文部科学省、国立大学法人
筑波大学主催)
題目：「図書館サービスの構造」(事例研究講師及
び進行)

　(オ)　熊本県内図書館職員対象研修会講師 平成25年２月25日 熊本県内図書館職員「中・上級者」研修会基調講
演
「読書環境の充実・強化に向けて取り組む図書館
(室)の『連携』のあり方について」

　(イ)　新任図書館長研修講師 平成12年11月14日、
平成13年11月15日

全国の公共図書館の新任図書館長等を対象とし
た研修における講師(文部省、図書館情報大学、
日本図書館協会主催)
題目：実践報告「自治体行政との協力：横浜市立
図書館『庁内情報拠点化事業』について」講師

発行または発表の
年月

Ⅱ　研究活動

青弓社

該当頁数
発行所、発表雑誌

（及び巻、号数）等の名称
著書・論文等の名称

単著・共著
の別

課題解決型サービスの
創造と展開(図書館の最
前線　３)

共著

（著書）

編者：神奈川県図書館
協会図書館評価特別委
員会
分担執筆：石原眞理、桑
原芳哉、久根口勇、戸田
あきら、葉山敦美、岸田
和明

pp.10～13、
pp.132～136

pp.187～205

日本図書館研究会 編者：日本図書館研究
会『図書館界』編集委員
会
分担執筆：山本順一、山
家篤夫、桑原芳哉　他25
名

pp.143～152

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

図書館・図書館学の発
展　－21世紀初頭の図
書館－

共著 平成22年10月

公共図書館の自己評価
入門(JLA図書館実践シ
リーズ　９)

共著 平成19年10月 日本図書館協会

　(キ)　船橋市図書館アドバイザー事業による実務指導平成27年10月２日、
10月23日、11月13
日、12月11日

　(ク)　合志市立図書館職員対象研修会講師 平成29年２月28日 平成28年度合志市立図書館職員研修講師
題目：「図書館サービスの基礎知識」

編者：大串夏身
分担執筆：◎大串夏身、
小林隆志、宮下明彦、千
種幹子、中山康子、宮川
陽子、中井康恵、奥村和
廣、桑原芳哉、大塚由良
美、山崎博樹、蛭田廣一

平成20年４月

船橋市立図書館職員に対する実務指導
内容：資料収集方針及び蔵書構成に関する実務指
導

　(ウ)　各地での図書館職員研修会講師 平成12年11月～平成
23年９月

北海道、茨城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、長
野県、岐阜県、静岡県、愛知県、大阪府、広島県
等における図書館職員研修会講師
(内容：公共図書館の評価、公共図書館における行
政支援サービスの実践、公共図書館と学校図書
館・大学図書館等との連携協力など)

　(エ)　筑波大学公開談話会講師 平成19年２月17日 筑波大学公開談話会「公共図書館のサービスにつ
いて話し合ってみよう」講師(筑波大学図書館情報
メディア研究科・知的コミュニティ基盤研究センター
主催)
題目：「横浜市立図書館における『庁内情報拠点化
事業』について」

　(カ)　慶應義塾大学大学院文学研究科図書館・情
報学専攻情報資源管理分野　特別招聘講師

平成27年５月７日、
平成29年６月８日

慶應義塾大学大学院文学研究科図書館・情報学
専攻情報資源管理分野「情報資源管理特殊講義
ⅩⅥ(図書館評価)」において２回分の授業を担当
内容：公共図書館における図書館評価

図書館制度・経営論
(現代図書館情報学シ
リーズ　２)

共著 平成25年12月 樹村房 編者：糸賀雅児、薬袋秀
樹
分担執筆：市川恵理、内
野安彦、荻原幸子、桑原
芳哉、高山正也、鑓水三
千男

pp.154～161、
pp.168～205



公立図書館の「コスト算
出」と民間企業による「疑
似公募入札」：「行政
サービスの外部委託に
関するビジネスプラン研
究会報告書」における図
書館関係分析結果につ
いて

単著 平成17年６月 現代の図書館(第43巻第２
号)
(発行：日本図書館協会)

pp.81～84

「行政評価システム」に
よる公立図書館の評価
に関する考察(特集　評
価／経営する図書館へ
向けて)

単著 平成15年３月 現代の図書館(第41巻第１
号)
(発行：日本図書館協会)

pp.3～14

庁内への資料提供・事
業協力－横浜市立図書
館「庁内情報拠点化事
業」について－(図書館
員のためのステップアッ
プ専門講座　第35回)

東京大都市圏における
通動移動からみた結節
地域構造の変化

（論文）

図書館雑誌(第94巻11号)
(発行：日本図書館協会)

平成13年12月 pp.198～204横浜市立図書館「庁内
情報拠点化事業」におけ
る事業の経過と資料提
供・レファレンスの現状
について(特集・「蔵書」を
武器にする)

単著

昭和59年10月 横浜国立大学人文紀要
第一類 哲学・社会科学
(第31輯)

単著

共著

平成12年11月

現代の図書館(第39巻第４
号)
(発行：日本図書館協会)

pp.914～916

桑原芳哉、富田和暁 pp.33～59

公共図書館評価におけ
るアウトカム指標の事例
研究～既往研究および
図書館自己評価につい
て～

単著 平成19年６月 現代の図書館(第45巻第２
号)
(発行：日本図書館協会)

pp.87～98

pp.427～436

公共図書館評価におけ
るアウトカム指標：行政
評価の事例調査に基づ
く提案

単著 平成20年 Library and Information
Science(第60号)
(発行：三田図書館・情報
学会)

pp.61～86

医学図書館(第56巻２号)
(発行：日本医学図書館協
会)

図書館評価(『図書館界』
350号記念特集　図書
館・図書館学の発展：21
世紀初頭の図書館　図
書館経営と図書館員)

単著 平成22年１月 図書館界(第61巻第５号)
(発行：日本図書館研究
会)

pp.107～108

横浜市立図書館におけ
る児童生徒に対する多
文化・多言語サービス推
進事業(特集・図書館の
振興と読書活動の推進
図書館における事例)

単著 平成21年11月 月刊生涯学習(第２巻11
号)
(発行：国政情報センター)

pp.4～6

横浜市立図書館におけ
る災害対策の取り組み
(広場／防災マニュアル)

単著 平成21年６月

図書館整備「反対運動」
とその争点

単著 平成26年12月 カレントアウェアネス(第
322号)
(発行：国立国会図書館)

pp.5～7

公立図書館における指
定管理者制度導入の実
態

単著 平成27年３月 尚絅大学研究紀要　Ａ．人
文・社会科学編(第47号)

pp.15～27

公立図書館における指
定管理者制度導入の現
状：昨年度からの変化と
事業者に関する特徴

単著 平成28年３月 尚絅大学研究紀要　Ａ．人
文・社会科学編(第48号)

pp.13～25



Ⅲ　学会等及び社会における主な活動

平成24年４月～平成29年10月 熊本県立図書館協議会委員

平成29年２月～現在に至る 熊本県子どもの読書活動推進会議 委員

（その他）

平成21年11月

[学会発表]
図書館整備「反対運動」
とその争点：図書館への
「理解」を求めるために
は何が必要か

単独研究 平成26年５月 日本図書館情報学会2014
年度春季研究集会

[学会発表]
中心市街地再開発によ
る公共図書館整備－民
間施設との複合整備事
例を中心として－

単独研究

平成17年４月～平成18年３月
図書館未来構想研究会委員(文部科学省による委託事業「これからの図書館像」実践事
例集　受託作成)

平成20年９月 三田図書館・情報学会
2008年度研究大会

[学会発表]
中心市街地活性化にお
ける公共図書館整備

単独研究 三田図書館・情報学会
2009年度研究大会

[報告書]
これからの図書館像－
実践事例集－

共著 平成18年３月 文部科学省委託調査 企画・編集：図書館未来
構想研究会(上記研究会
委員として企画・編集に
参加)

共同編集につ
き本人分担部
分抽出不可能

[学会発表]
行政評価による公共図
書館評価におけるアウト
カム指標

単独研究 平成19年11月 三田図書館・情報学会
2007年度研究大会

平成24年４月～平成25年３月 菊陽町図書館協議会委員

平成28年４月～平成29年３月 日本図書館協会図書館調査のあり方検討会 委員

平成17年４月～平成19年３月 神奈川県図書館協会図書館評価特別委員会委員

平成19年９月～平成29年３月
ISO/TC46(情報とドキュメンテーション)/図書館の評価・統計に関する標準化委員会(SC8)
委員

平成20年４月～平成24年３月 三田図書館・情報学会プログラム委員会委員


