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修士（図書館情報学）
・トロント大学大学院図書館情報学研究科
トロント大学大学院図書館情報学研究科 卒業
慶應義塾大学大学院図書館情報学研究科後期博士課程 修了

教 育 活 動
（主な担当科目）
2020 年：読書と豊かな人間性、近現代の世界、異文化コミュニケーション
2019 年：読書と豊かな人間性、学校図書館メディア構成、近現代の世界
2018 年：読書と豊かな人間性、学校図書館メディア構成、近現代の世界
2017 年：読書と豊かな人間性、学校図書館メディア構成、近現代の世界
2016 年：読書と豊かな人間性、学校図書館メディア構成、近現代の世界
2015 年：読書と豊かな人間性、学校経営と学校図書館、図書館制度・経営論
（その他）
2019 年 東海学院大学「第 4 回東海地区理科研究発表会」高校生交流会 講師
2018 年 東海学院大学「第 3 回東海地区理科研究発表会」高校生交流会 講師
2017 年 東海学院大学「第 2 回東海地区理科研究発表会」高校生交流会 講師
2016 年 東海学院大学「第 1 回東海地区理科研究発表会」高校生交流会 講師
研 究 活 動
（著書等）
・Leonardo da Vinci’s Flying Machines 単著 Tuttle, 2019.10
・Instant Paper Airplanes Kit 単著 Tuttle, 2019.5
・Origami Bible Stories for Kids 単著 Tuttle, 2018.10
・Out of This World Paper Airplanes 共著者：戸田卓夫 Tuttle, 2018.5
・Record Breaking Paper Airplanes Kit 単著 Tuttle, 2017.6
・Supercool Paper Airplanes Kit 単著 Tuttle, 2016.11
・Japanese Paper Toys Kit 単著 Tuttle, 2016.10
・Ultimate Paper Airplanes for Kids 単著 Tuttle, 2015.11
・最新版世界一よく飛ぶ折りが来ヒコーキ 共著者：戸田卓夫 二見書房、2015.11
・子ども司書マニュアル 単著 子ども司書推進プロジェクト、2015.8
・Origami Toy Monsters 単著 Tuttle, 2015.6
（論文等）
・A.Dewar ; 「レオナルド・ダ・ヴィンチの飛行実験についての一考察」
、第 25 回スカイスポーツシン
ポジウム講演論文集 日本航空宇宙学会、
（2019）
・A. Dewar 共著 「社会人のための英語の世界のハンドブック」
（大修館）
（2017）
・T. Dewar, A. Dewar ; Journal of Cof. Soc.24 (2017).

・T. Dewar, A. Dewar ; Journal of Cof. Soc.23 39 (2016).
・T. Dewar, A. Dewar et al ; Journal of Cof. Soc.23 47 (2016).
・A. Dewar: Children’s Reading Programs for Enthusiastic and Reluctant Readers in Ontario:
東海学院大学紀要 第８号 (2015).
・T. Dewar, A. Dewar ; Journal of Cof. Soc.22 49-54 (2015).
・T. Dewar, A. Dewar et al ; Journal of Cof. Soc.22 55-62 (2015).
・T. Dewar, A. Dewar ; 東海学院大学研究紀要 9 59-62 (2015).
（研究発表等）
・A. Dewar ; 「レオナルド・ダ・ヴィンチの飛行実験についての一考察」、第 25 回スカイスポーツシン
ポジウム 日本航空宇宙学会、東京、
（2019）
・A. Dewar ; 子供の読書活動推進に関する有識者会議（文部科学省）にて子ども司書制度についてのヒ
アリング、東京、(2017).
・A. Dewar ; 第４回子ども司書全国研究大会（講演）岐阜市、ぎふメディアコスモス(2017).
・A. Dewar ; 第３回子ども司書全国研究大会（基調講演）東京、国立オリンピック記念青少年総合セ ン
ター(2015).
・T. Dewar, A. Dewar ; 日本家政学会第 67 回大会於 アイーナ岩手（2015）.
社 会 活 動
・令和元年１月 各務原市国際協会主催英語スピーチコンテスト 審査委員長
・令和元年７月 岐阜市立中央図書館における「子ども司書養成講座」講師
・令和元年７月 各務原市立中央図書館における「ジュニア司書養成講座」講師
・平成３１年４月 岐阜市立藍川中学校運営協議会

委員（現在に至る）

・平成３１年１月 各務原市国際協会主催英語スピーチコンテスト 審査委員長
・平成３０ 年７月
・平成３０ 年７月
・平成３０ 年７月
・平成３０年２月

岐阜市立中央図書館における「子ども司書養成講座」講師
各務原市立中央図書館における「ジュニア司書養成講座」講師
田原市立図書館における子ども司書養成講座講師
みんな森ぎふメディアコスモス運営委員会 委員（現在に至る）

・平成３０年１月 各務原市国際協会主催英語スピーチコンテスト 審査委員長
・平成２９年８月 第４回全国子ども司書研究大会 実行委員長および講師
・平成２９ 年７月 岐阜市立中央図書館における「子ども司書養成講座」講師
・平成２９年２月 絵本図書館ネットワーク 副会長（現在に至る）
・平成２９年１月 各務原市国際協会主催英語スピーチコンテスト 審査委員長
・平成２７年 岐阜市第２次子どもの読書活動推進計画 策定委員会委員
・平成２８ 年７月 岐阜市立中央図書館における「子ども司書養成講座」講師
・平成２８年５月 岐阜市「第２次子どもの読書推進計画」策定委員会 委員（平成２９年３月まで）
・平成２７ 年１２月 岐阜市立中央図書館における「子ども司書養成講座」講師
・平成２８年～現在 子ども司書推進プロジェクト 代表

・平成２８年１月 各務原市国際協会主催英語スピーチコンテスト 審査委員長
・平成２７年１２月 東京都世田谷区読書の日記念講演 講師
・平成２７年～現在 岐阜市立図書館協議会 委員 （平成２９年より委員長）

