図書館と県民のつどい埼玉 2014 関係者名簿
（敬称略・順不同、所属は平成２６年１２月現在）

企画委員
早川 恭子（企画委員長、さいたま市立中央図書館）
川那子 文雄（狭山市立入間川中学校、埼玉県学校図書館協議会）
鈴木 正紀（文教大学越谷図書館、埼玉県大学・短期大学図書館協議会）
東 直子（埼玉県立草加東高等学校、埼玉県高等学校図書館研究会）
矢野 順子（さいたま市立春野図書館）
小熊 ますみ（埼玉県立熊谷図書館）
松田 典子（埼玉県立久喜図書館）
秋元 学（埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課）

実行委員

★：企画・広報部会を兼任

● こども読書活動交流集会担当
○ こどもと詩の講座
塩谷 智紗子（あいのみ文庫 越谷市）
山元 明美（埼玉県立久喜図書館）
○ わらべうた講座
青木 さち子（おはなしの会「虹」 熊谷市）
池谷 礼子（埼玉県立久喜図書館）
○ 科学読み物講座
川那子 文雄（狭山市立入間川中学校）
松田 典子★（埼玉県立久喜図書館）

米田 佳子（トムの会

久喜市）

園部 恵津子（鴻巣よみきかせの会）
村田 優（埼玉県立熊谷図書館）
中村 涼子（浦和子どもの本連絡会）
伊勢谷 英理（埼玉県立浦和図書館）

● 公共図書館部会
○ 図書館彩々－見てください！うちの図書館ここが自慢－
矢野 順子★（さいたま市立春野図書館）
小熊 ますみ★（埼玉県立熊谷図書館）
合澤 大志（埼玉県立熊谷図書館）
金谷 直樹（埼玉県立久喜図書館）
○ ブックケア ―未来へつながる保存の技術―
神原 陽子（埼玉県立久喜図書館）
佐竹 かおる（埼玉県立久喜図書館）

● 高校図書館部会
○ 知ってる？高校図書館
東 直子★（埼玉県立草加東高等学校）
大木 あさこ（埼玉県立栗橋北彩高等学校）

青木 さつき（埼玉県立熊谷商業高等学校）
高橋 尚子（埼玉県立北本高等学校）

● 大学図書館部会
菊地 秀明★（跡見学園女子大学新座図書館） 鈴木 正紀（文教大学越谷図書館）
大澤 正男（国立女性教育会館女性教育情報センター） 関口 千登世（城西大学水田記念図書館）
● 記念講演・ビブリオバトル（知的書評合戦）等担当
木下 通子★（埼玉県立春日部女子高等学校） 矢野 順子★（さいたま市立春野図書館）
平間 幸代（さいたま市立中央図書館）

富田

淳（さいたま市立中央図書館）

特別協力
○ ビブリオバトル（知的書評合戦）指導・協力
埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課
○ 展示（埼玉県推奨図書）協力
埼玉県県民生活部青少年課
○ 撮影等取材協力
埼玉県教育局総務部総務課
埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課

スタッフ・ボランティア
○ こどもと詩の講座
柿崎 美枝子（あいのみ文庫 越谷市）

塚原 節子（トムの会

○ 科学読み物講座
浅香 都子（浦和子どもの本連絡会）

吐前 純子（浦和子どもの本連絡会）

久喜市）

○ 図書館彩々－見てください！うちの図書館ここが自慢－
松田 康佑（埼玉県立浦和図書館）
○ ブックケア ―未来へつながる保存の技術―
高木 萌（埼玉県立熊谷図書館）
○ 知ってる？高校図書館
石野 洋子（埼玉県立吉川美南高等学校）
加々美 祐江（埼玉県立浦和北高等学校）
高橋 愛子（埼玉県立上尾橘高等学校）
玉井 敦（埼玉県立春日部東高等学校）
常木 のり子（埼玉県立所沢北高等学校）
中村 由美子（埼玉県立越ケ谷高等学校）
星 紀子（埼玉県立浦和商業高等学校）
横山 史江（埼玉県立越谷総合技術高等学校）
紺野 佐和枝（埼玉県立宮代高等学校）
瀬山 裕子（埼玉県立児玉高等学校）
木下 通子（埼玉県立春日部女子高等学校）

小熊 ますみ（埼玉県立熊谷図書館）

小此木 みのり（埼玉県立熊谷女子高等学校）
桑原 里彩（埼玉県立三郷北高等学校）
田中 彩子（川口市立県陽高等学校）
保 かおり（埼玉県立大宮中央高等学校）
長濱 峻平（埼玉県立妻沼高等学校）
浜口 尚子（埼玉県立新座柳瀬高等学校）
茂呂 菜々恵（埼玉県立幸手桜高等学校）
小林 栞（埼玉県立羽生第一高等学校）
坂口 歩唯（埼玉県立八潮南高等学校）
小川 智子（埼玉県立川越初雁高等学校）

○ ＳＡＬＡ加盟図書館所蔵資料展示会
下大澤 葉子（跡見学園女子大学新座図書館）
小山 有希子（埼玉医科大学附属図書館）
廣瀬 洋（埼玉医科大学附属図書館）
森田 晏奈（埼玉医科大学附属図書館）
田口 宣行（埼玉医科大学附属図書館）
田村 雄二（十文字学園女子大学図書館）
新 愛里（十文字学園女子大学）
猪 瑠璃子（十文字学園女子大学）
村上 裕美（十文字学園女子大学）
石原 麻里衣（十文字学園女子大学）
若生 政江（城西大学水田記念図書館）
佐々木 祥介（城西大学水田記念図書館）
近藤 倫史（城西大学水田記念図書館）
矢島 麻子（城西大学水田記念図書館）
池内 和恵（女子栄養大学図書館）
上條 庸子（女子栄養大学図書館）
矢野 大介（女子栄養大学図書館）
中山 浩二（聖学院大学総合図書館）
檜山 さだ子（聖学院大学総合図書館）
三森 理恵（聖学院大学総合図書館）
千葉 信一（東洋大学川越図書館）
蛭田 英徳（東洋大学川越図書館）
村本 眞奈美（東洋大学川越図書館）
常盤 哲平（文教大学越谷図書館）
今田 晃一（文教大学教育学部）
志治 愛弓（文教大学）
白石 和（文教大学）
渋生田 遥香（文教大学）
土屋 嘉以人（文教大学）
道見 健男（ものつくり大学教務・情報課）
宮本 伸子（ものつくり大学教務・情報課）
江川 弥子（ものつくり大学教務・情報課）
森川 あかね（ものつくり大学教務・情報課 図書情報センター）細井 まちこ（ものつくり大学教務・情報課 図書情報センター）

鈴木 和弘（立正大学情報メディアセンター） 笹原 葉子（立正大学情報メディアセンター）
堀 真紀（立正大学情報メディアセンター） 田中 典子（立正大学情報メディアセンター）
○ 記念講演・ビブリオバトル（知的書評合戦）
小池 由美子（埼玉県立川口北高等学校）
池野 響子（行田市立図書館）
金子 彩夏（埼玉県立春日部女子高等学校）
堀岡 萌（駒澤大学）
片野 樹理（さいたま市立浦和中学校）
今村 大哉（埼玉県立松山高等学校）
安井 彩乃（埼玉県立春日部女子高等学校）

滝沢 慎（三郷市教育委員会指導課）
島村 知花（越谷市立図書館）
篠崎 加奈（埼玉県立春日部女子高等学校）
山本 瑞稀（三郷市立早稲田中学校）
根岸 雄一郎（埼玉県立熊谷西高等学校）

○ 運営（高校生・大学生）スタッフ・ボランティア
西村 朋恵（跡見学園女子大学）
長島 麻衣（跡見学園女子大学）
大西 貞子（筑波大学）
前田 仁（筑波大学）
堀岡 萌（駒澤大学）
加藤 春子（筑波大学）
崎山 百合子（筑波大学）
山中 美樹（聖学院大学）
井田 智美（聖学院大学）
杉本 大志（聖学院大学）
佐々木 麻耶（聖学院大学）
古川 晴香（埼玉県立春日部女子高等学校）
大塚 凪（埼玉県立春日部女子高等学校）

埼玉県図書館協会・埼玉県教育委員会
柚木 博（埼玉県教育局市町村支援部副部長）
佐藤 裕之（埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課長）
乙骨 敏夫（埼玉県図書館協会会長・埼玉県立熊谷図書館長）
岡 直樹（埼玉県図書館協会理事長・埼玉県立浦和図書館長）
渡邉 勤（埼玉県図書館協会副会長・埼玉県立久喜図書館長）
◇ 事務局（埼玉県立浦和図書館）
陣内 容子
民本 圭子
細田 文子
加茂 洋明
松田 康佑
村上 善美
◇ 埼玉県立熊谷図書館
金子 茂之
今野 慎一郎
◇ 埼玉県立久喜図書館
銭場 正人
吉山 祐子

荻原 俊文
奥木 敬司

高橋
山田

勉
恵

「図書館と県民のつどい埼玉 201４」の開催に御協力いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。
みんなが「図書館」でつながる日
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