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Ⅰ　教育活動

（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

教育研究業績書

（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）

作成した教材：授業レジュメ資料等 2012年4月～

毎回レジュメを作成・配付し、資料として講義内容に関する各地
の図書館の事例を報じた新聞記事等を添付している。司書課程
科目においては、講義内容に関する「復習用演習問題」を配付
している。

合志市立図書館職員対象研修会講師 2017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」

船橋市図書館アドバイザー事業による実務指導
2015年10月2日～

12月11日

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

研修会講師等：図書館司書専門講座講師
2014年6月～2019
年6月(各年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)

熊本県PTA等リーダー研修会講師 2018年9月22日
平成30年度熊本県PTA等リーダー研修会講
師　題目：「家庭における読書の重要性～大人
も子どもも読書を～」

熊本県菊池郡市小中学校司書部会　研修会講
師

2017年11月17日
菊池郡市小中学校の学校司書を対象とした研
修会における講師　講話「学校図書館の整備・
充実の方向性」

研修会講師等：新任図書館長研修講師
2014年9月5日、
2015年9月4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)

図書館関係新聞記事等の活用 2012年4月～

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
る各地の図書館の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。

司書採用試験情報の提供 2012年4月～

司書課程の授業において、採用試験の合格者数等を示し、正規
採用の厳しさを説明している。また正規・非正規を問わず司書採
用試験の情報を集め、４年生の授業時に採用試験の情報を提供
している。

復習用演習問題の作成・活用 2013年4月～

司書課程科目において「復習用演習問題」を配付し、事後学修
に活用させている。この「演習問題」は、熊本県などの司書採用
試験の１次試験を模した択一式問題として、就職試験対策ともし
ている。

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

2013年12月25日発
行

６章、７章の全文及び５章の一部を執筆担当。
担当授業「図書館制度・経営論」において教科
書として使用。

熊本県菊池郡市小中学校司書部会　研修会講
師

2019年11月21日

菊池郡市小中学校の学校司書を対象とした研
修会における講師　講話「新学習指導要領の
改訂に基づいた学校図書館の授業への関わ
り」

熊本県小中学校司書部会　研修会講師 2019年8月5日

熊本県内小中学校の学校司書を対象とした研
修会における講師　題目：「新学習指導要領の
改訂に基づいた学校図書館の授業へのかか
わり」



編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

発行または
発表の年月

p.154-161、
168-205

『図書館・図書館学の
発展－21世紀初頭の
図書館－』、「Ⅲ、図書
館経営と図書館員 (4)
図書館評価」

分担執筆 2010年10月 日本図書館研究会

編集・『図書館界』編
集委員会　共著者・川
崎良孝、松井純子、桑
原芳哉[等]

p.143-152

『課題解決型サービス
の創造と展開』(図書館
の最前線　３)、「第９章
行政支援サービス」

分担執筆 2008年4月 青弓社
大串夏身編著、共著
者・小林隆志、宮下明
彦、桑原芳哉[等]

p.187-205

『図書館制度・経営
論』、「６章　図書館の
経営評価」、「７章　図
書館の管理形態の多
様化」及び５章の一部

分担執筆 2013年12月 樹村房

編集・糸賀雅児、薬袋
秀樹　共著者・市川恵
理、内野安彦、桑原芳
哉[等]

『公共図書館運営の新
たな動向』(わかる！図
書館情報学シリーズ
５)、「指定管理者制度
の新たな動向」

分担執筆 2018年11月 勉誠出版

編者・日本図書館情報
学会研究委員会　共
著者・石原眞理、荻原
幸子、桑原芳哉[等]

p.23-39

p.10-13、
132-136

『公共図書館の自己評
価入門』、「1.4 行政評
価と自己評価」「図書
館評価指標の事例
横浜市立図書館」

分担執筆 2007年10月 日本図書館協会

編者・神奈川県図書館
協会図書館評価特別
委員会　共著者：石原
眞理、桑原芳哉、岸田
和明[等]

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

（著書）

Ⅱ　研究活動

大学コンソーシアム熊本　平成27年度進学ガイ
ダンスセミナー講師

2015年7月5日
熊本県内高校生を対象とした模擬授業　テー
マ「新しい図書館のすがた」

「としょかん未来塾 in ヨコハマ」第２回講師 2014年3月28日
横浜市立図書館司書職員を対象とした自主的
研修会の講師　題目：「図書館員が学ぶという
こと」

熊本県内図書館職員対象研修会講師 2013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」

各地での図書館職員研修会講師
2000年11月～2011

年９月

北海道、神奈川県等各地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)

研修会講師等：新任図書館長研修講師
2000年11月14日、
2001年11月15日

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

研修会講師等：図書館司書専門講座講師
2000年4月20日、4

月25日～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)



日本の図書館統計調
査における公共図書
館数の差異に関する
比較検証

p.1-15桑原　芳哉2021年3月単著

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 2008年
Library and Information
Science、第60号

桑原　芳哉 p.61-86

図書館整備「反対運
動」とその争点

単著 2014年12月
カレントアウェアネス
No.322

桑原　芳哉 p.5-7

p.107-108

公立図書館における
指定管理者制度導入
の実態

単著 2015年3月
尚絅大学研究紀要 Ａ．
人文・社会科学編、第
47号

桑原　芳哉 p.15-27

公立図書館の指定管
理者制度導入状況：近
年の動向

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 2007年6月
現代の図書館、第45巻
2号

桑原　芳哉 p.87-98

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

単著 2009年11月
月刊生涯学習、第２巻
11号

桑原　芳哉 p.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 2009年6月
医学図書館、第56巻2
号

桑原　芳哉

単著 2018年3月
尚絅大学研究紀要 Ａ．
人文・社会科学編、第
50号

桑原　芳哉 p.31-44

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 2016年3月
尚絅大学研究紀要 Ａ．
人文・社会科学編、第
48号

桑原　芳哉 p.13-25

2019年12月
日本図書館情報学会
誌、第65巻４号

桑原　芳哉 p.181-182

中心市街地における公立図
書館整備に関する近年の動
向
－民間商業施設との複合整
備事例を中心として－

単著 2019年3月
尚絅大学研究紀要 Ａ．
人文・社会科学編、第
51号

桑原　芳哉 p.45-57

書評『挑戦する公共図
書館：デジタル化が加
速する世界の図書館と
これからの日本』

単著

尚絅大学研究紀要 Ａ．
人文・社会科学編、第
53号

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

単著 2015年
尚絅公開講座講義録、
2015

桑原　芳哉 p.44-53

2021年3月 くまモン学はじめます単著 桑原　芳哉

（論文）

p.22

「くまモン」の情報を整理・保
存する意義－「くまモン」
データベース＆アーカイブ
構築に向けて－（本学のくま
モン学について）



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)

単著 2010年1月 図書館界、第61巻5号 桑原　芳哉 p.427-436

座談会 現場からのメッセージ 今、司書と
して働くこと 司書の魅力と現状と展望につ
いて大いに語る (特集 2010年「国民読書
年」を迎えて--知的資源としての図書館に
おける司書の役割を考察する)

共著 2010年1月 社会教育、第65巻１号
荻原　幸子、桑原　芳
哉、戸村　紀子

p.26-39

図書館のあり方を考え
る

単著 2014年
尚絅公開講座講義録、
2014

桑原　芳哉 p.56-62

（その他）

Ⅲ　学会等及び社会における主な活動


