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発行・発表 

 年 月 

論 文（単） 「事例報告：教官の情報収集活動－京都大学薬学部における

インタビューより－」『薬学図書館』第 38巻第 1号、29～31

頁 

1993. 1 

論 文（単） 「滋賀医科大学附属図書館におけるＣＤ－ＲＯＭ館内ＬＡＮ

システムの導入」『医学図書館』第 40巻第 3号、299～303

頁 

1993. 9 

論 文（単） 「滋賀医科大学附属図書館ＣＤ－ＲＯＭ館内ＬＡＮシステム

の変更」『医学図書館』第 41巻第 2号、228～230頁 

1994. 6 

論 文（単） 「阪神大震災の近畿地区医学図書館への影響」『医学図書館』

第 42巻第 1号、96～99頁 

1995. 3 

論 文（共） 「坪内逍遙編纂小学校国語教科書『國語讀本』の医学教材」

『医学図書館』第 45巻第 4号、456～462頁 

1998.12 

論 文（単） 「京都教育大学附属図書館で平成 17年度に行ったミニ企画展

示シリーズについて」『大学の図書館』第 25巻第 7号、118

～121頁 

2006. 7 

論 文（共） 「滋賀医科大学附属図書館「湖国の医家：彦根藩医河村家旧

蔵書展」開催報告」『大学図書館研究』第 81号、53～58頁 

2007.12 

論 文（共） 「『尋常小學算術』（緑表紙）に見る我が国の衛生統計－戦

前の子どもの教科書が映す衛生事情（その１）」『医学図書

館』第 55巻第 1号、50～55頁 

2008. 3 

論 文（共） 「滋賀医科大学附属図書館における 24時間開館」『医学図書

館』第 55巻第 2号、145～150頁 

2008. 6 

論 文（共） 「国定の高等小学読本に採用された衛生教材（前編）：戦前

の子どもの教科書が映す衛生事情（その二）」『医学図書館』

第 55巻第 3号、251～256頁 

2008. 9 

論 文（共） 「国定の高等小学読本に採用された衛生教材（後編）：戦前

の子どもの教科書が映す衛生事情（その三）」『医学図書館』

第 55巻第 4号、366～370頁 

2008.12 

論 文（共） 「滋賀医科大学附属図書館資料展示会「湖国の医史－先人た

ちの活躍を知る」報告－企画から開催まで」『医学図書館』

2009. 6 



第 56巻第 2号、161～166頁 

論 文（共） 「滋賀医科大学附属図書館における文献検索講習会の拡大に

ついて－平成 20年度と平成 21年度の取り組み」『医学図書

館』第 57巻第 3号、294～300頁 

2010. 9 

論 文（単） 「真下飛泉「學校及家庭用叙事唱歌」に垣間見る日露戦争時

の衛生事情」『医学史研究』第 94号、43～49頁 

2012.11 

論 文（単） 「墨塗り教科書（昭和 20、21年）の実情について」『花園史

学』第 33号、52～105頁 

2012.11 

論 文（共） 「愛媛県卯之町：楠本イネと彼女の師二宮敬作が暮らしたま

ち」『医学図書館』第 60巻第 2号、194～197頁 

2013. 6 

論 文（単） 「『中等家事』一・二の墨塗り教科書・暫定教科書の実情に

ついて」『花園大学文学部研究紀要』第 47号、63～94頁 

2015. 3 

論 文（共） 「明治初期小学校掛図、特に「明治七年八月改正」版の連語

図における衛生・健康教材 平成二六年度宇和先哲記念館企

画展「掛図物語～「かけず」ってなんだろう？どんな勉強し

てたのかな？」から」『医学史研究』第 97号、菅修一、堀内

八重共著、917～920頁 

2015.11 

論 文（単） 「国民学校「初等科国語」五〜八の墨塗り教科書の実情につ

いて」 『花園大学文学部研究紀要』第48号 143～173頁 

2016. 3 

論 文（単） 菅修一「中学校国語教科書における図書館教材 : 1951（昭和

26）年改訂『中学校・高等学校学習指導要領国語科（試案）』

と対応する教科書の場合」 『花園大学文学部研究紀要』第50

号、13～29頁 

2018. 3 

論 文（単） 「黒塗りの教科書の一例：『中等文法二』の場合」『人権教

育研究』第27号、1～22頁 

2019.3 

論 文（単） 墨ぬり教科書の一例 : 『高等科理科一』の場合 『人権教育

研究』第28号、31-48頁  

2020.3 

その他（単） 「薬業の里：滋賀県甲賀町」『医学図書館』第 42巻第 2号、

201～202頁 

1995. 6 

その他（単） 「経済学部図書室紹介－シリーズ「京都大学図書室巡り」－」

『静脩』第 35巻第 3号、8～9頁 

1999. 2 

その他（単） 「京都大学経済学部創立 80周年記念古典文献展示会開催報

告」『静脩』第 36巻第 4号、22～24頁 

2000. 3 

その他（単） 「「宇治キャンパス公開 2003」に附属図書館宇治分館が参加」

『静脩』第 40巻第 3号、20頁 

2004. 1 

その他（共） 「真下飛泉関係著作展目録」、京都教育大学附属図書館発行、

63頁 

2006. 3 



その他（単） 「滋賀医科大学附属図書館「河村文庫画像データベース」の

紹介」『医譚』第 103号、92～93頁 

2007. 9 

その他（単） 「Book Review 千の命」『医学図書館』第 54巻第 3号、306

頁 

2007. 9 

その他（単） 「資料展示会を通じての出会い、そして広がり」『大学の図

書館』第 26巻第 11号、188～190頁 

2007.11 

その他（単） 「お産のミニ博物館を訪ねて－市民運動から博物館活動へ－

女性の立場からお産を考え続けた場所」『医学図書館』第 56

巻第 1号、67～71頁 

2008. 3 

その他（単） 「Book Review カルトの記憶」『医学図書館』第 55巻第 1号、

81頁 

2008. 3 

その他（共） 「湖国の医史 先人たちの活躍を知る 保存版」、滋賀医科大

学附属図書館発行、77頁 

2009. 3 

その他（共） 「奨励賞を受賞して」『医学図書館』第 56巻第 3号、256～

257頁 

2009. 9 

その他（単） 「森美術館「医学と芸術展」展覧印象記」『医学図書館』第

57巻第 1号、80～82頁 

2010. 3 

その他（単） 「Book Review 昔、聚楽座があった：映画館でみた映画」『医

学図書館』第 58巻第 1号、71頁 

2011. 3 

その他（単） 

 

津山洋学資料館を訪ねて『医学図書館』第 58巻第 4号、304

～306頁 

2011.12 

その他（単） 「新刊紹介『日本図書館史年表：弥生時代～1959年』」『医

学図書館』第 59巻第 4号、333頁 

2012.12 

その他（共） レファレンス事例集「石碑に刻まれた明治時代の医師の来歴

調査」『医学図書館』第 60巻第 2号、214～215頁 

2013. 6 

その他（共） 書誌「廣庭基介先生の執筆記録」『アナログ司書の末裔伝：

図書館員は本を目でみて手でさわらなあかんよ：廣庭基介先

生傘寿記念誌』、123～138頁 

2013.11 

その他（単） 「新刊紹介『第 53回企画展 かめおか子育て物語』」『医学

図書館』第 60巻第 4号、496頁 

2013.12 

その他（単） 「新刊紹介『人文学と著作権問題』」『医学図書館』第 61巻

第 3号、257頁 

2014. 9 

その他（共） 『教科書の移り変わり』（展示会目録）、膳所歴史資料室運

営協議会・菅修一編、大津 膳所歴史資料室、全 42頁 

2015. 5 

その他（共） 「『アナログ司書の末裔伝：図書館員は本を目でみて手でさ

わらなあかんよ：廣庭基介先生傘寿記念誌』の作成について」、

『医学図書館』第 62巻 2号、菅修一・堤美智子共著、168～

2015. 6 



171頁 

その他（単） 「教科書史との出会い」『花園史学』第 36号、56～63頁 2015.11 

その他（単） 「古書好き図書館員の医学史の学びへのアプローチ」『医学

図書館』第63巻 第1号、59～62頁 

 

2016.3 

その他（単） 「昔の教科書との出会い」 『図書館雑誌』第 111巻 第 2

号、 64頁 

2017.2 

その他（単） 市立小樽文学館企画展「暮らしと文学〈あのころの小樽〉展 2 

貸本屋・古本屋・図書館」展観印象記『医学図書館』第 64巻 

第 1号、17～20頁 

2017.3 

その他（単） 「オンライン検索を学んだ頃」『図書館雑誌』第 111巻第 6

号、360頁 

2017.6 

その他（単） 「碧南市藤井達吉現代美術館歴史系企画展「碧南の医人展-医

聖徳本・近藤坦平一族を中心に-」見学印象記」『医学図書館』 

第 64巻 第 2号、93～95頁 

2017.6 

その他（単） 「学生との交流」 『図書館雑誌』第 111巻第 10号、648頁 2017.10 

その他（単） 「福井県ふるさと文学館企画展「医と文学 : 杉田玄白からか

こさとし,山崎光夫まで」見学報告」 『医学図書館』第 64

巻第 4号、242-244頁 

2017.12 

その他（単） 「大阪くらしの今昔館企画展「道具のむかしばなし展」を見

て」『医学図書館』第65巻 第2号、122～124頁 

2018.6 

その他（単） 「小倉金之助のこと：企画展を見て」『医学図書館』第65巻 

第4号、244～246頁 

2018.12 

その他（単） 「国立国会図書館関西館小展示「人体ワンダーランド：体を

めぐる冒険いまむかし」を観て」『医学図書館』第66巻、第2

号、124～126頁 

2019.6 

その他（単） 「塩野直道と「緑表紙」算数教科書の展示会」『本を選ぶ』

第414号、4～5頁 

2019.6 

その他（単） 「茨木市立川端康成文学館企画展「ハンセン病にふれた川端

康成」を観て」『医学図書館』第66巻、第4号、287～288頁 

2019.12 

その他（単） にいがた文化の記憶館企画展示「病とたたかう : 近代医学と

新潟県人」見学報告 『医学図書館』第67巻 第1号、40～42

頁 

2020.3 

その他（単） 国立歴史民俗博物館特集展示「石鹸・化粧品の近現代史」見

学報告 『医学図書館』第67巻 第2号、128～130 

2020.6 

その他（単） 国立女性教育会館女性アーカイブセンター企画展示「女性と

医学展」見学報告 『医学図書館』第67巻 第3号、203～206 

2020.9 



その他（単） 吹田市立博物館ミニ展示「新型コロナと生きる社会 : 私たち

は何を託されたのか」見学報告 『医学図書館』第67巻 第4

号、275～277 

2020.12 

その他（単） 福井県教育総合研究所教育博物館特別展「教科書で教えられ

た伝染病」見学報告 『医学図書館』第67巻 第4号、278～

281 

2020.12 

その他（単） 「資料紹介 : 眞下飛泉が編輯した「児童本位」について」『人

権教育研究』第29号、31～55頁 

2021.3 

その他（単） 「日本の鬼の交流博物館令和2年秋季特別展「鬼と疫病」見学

報告」『医学図書館』第68巻 第1号、59～61頁 

2021.3 

その他（単） 「滋賀県立公文書館第 3 回企画展示「感染症との闘いの歴

史」見学報告」『医学図書館』第68巻 第1号、62～63頁 

2021.3 

その他（単） 「滋賀県平和祈念館第26回企画展示「兵士を襲った感染症と

飢餓 : インパール作戦とビルマ」見学報告」『医学図書館』

第68巻 第1号、64～67頁 

2021.3 

その他（単） 「朝倉市秋月博物館開館三周年記念特別展「秋月藩医 緒方春

朔」見学報告」『医学図書館』第68巻 第2号、130～132頁 

2021.6 

その他（共） 「甲賀市くすり学習館企画展「くすりと甲賀忍者 : その知恵

と技」見学報告」『医学図書館』第68巻 第3号、206～208頁

（寺升夕希，藤村三枝との共著） 

2021.9 

その他（単） 「京都府立図書館小展示「京の医学」見学報告」『医学図書

館』第68巻 第3号、209～211頁 

2021.9 

その他（単） 「2021年度関西大学博物館春季企画展「疫病に立ち向かう : 

奪われしもの,生まれしもの」見学報告」『医学図書館』第68

巻 第3号、212～215頁 

2021.9 

その他（単） 「和歌山県立自然博物館展示「マダニにご注意 ！！」見学報

告」『医学図書館』第68巻 第4号、284～286頁 

2021.12 

研究発表 「真下飛泉が編集発行した教育雑誌『児童本位』の衛生関係

記事」医学史研究会例会、於エル・おおさか  

2012.12 

研究発表 「唱歌本に描かれた明治の衛生事情：『鼠疫予防衛生教育ね

ずみ唱歌』の紹介」、第 32回医学情報サービス研究大会、札

幌 北海道大学 

2015. 7 

 

研究発表 「資料展示の実践とススメ」第 22回医学図書館研究会、神戸 

神戸大学医学部 

2015.11 

研究発表 「戦前の国定国語読本に掲載された健康・衛生教材」 医学史

研究会2016年度後期例会 大阪 エル大阪 

2016.12 

研究発表 「昭和20年代の小学校教科書に垣間見る衛生事情：資料紹介」 2018. 6 



医学史研究会2018年度前期例会 仏教大学二条キャンパス 

研究発表 「小学校教科書の変遷 特に昭和20年代に焦点をあてて」花

園大学人権教育研究会第109回例会、花園大学教堂2階会議室 

2019.10 

 

 


