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ご案内  
	 

	 会員の皆さまにおかれましては，ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。	 

	 さて，先の「会報（No.	 150）」にてご案内申し上げましたように，第 61 回日本図書館情報学

会研究大会・臨時総会を下記の要領で開催いたします。	 

	 昨今，図書館界は様々な面で重要な課題を抱えています。松江市における『はだしのゲン』

をめぐる問題，日比谷図書館における映画『選挙』の上映一時中止問題などはとりわけ記憶に

新しいところですが，より一般的には，図書館業務の外部委託，電子図書と図書館の関係など，

社会・制度・技術に複合的にまたがる諸問題が多岐にわたって現れており，図書館情報学の「学」

としての対応が問われています。	 

	 そうしたなか，第 61 回研究大会では，合計 27 件の研究発表申し込みがありました。第一線

の研究者から若手大学院生まで，多彩な層・領域からの発表であり，図書館情報学の最新の研

究動向に接する重要な機会になると考えております。	 

	 また，大会第 2 日目の午後には，日本図書館情報学会 60 周年記念式典および一般公開シンポ

ジウム「これからの図書館情報学教育を考える」を開催いたします。	 

	 なお，大会初日の研究発表終了後，会場となる東京大学本郷キャンパス内のレストラン「カ

ポ・ペリカーノ	 本郷店」にて，懇親の場を設けます。ぜひご参加いただき，会員同士の交流

の場，意見交換の場としてご活用下さい。	 

	 研究大会の案内は，日本図書館情報学会のウェブサイト（http://www.jslis.jp/）からもご

覧いただけます。大会に関わる最新の情報やニュース等もウェブサイトに掲載されますので，

併せてご参照ください。	 

 
記 

１．開催概要	 

日	 時：	 2013年 10月 12日（土），13日（日） 
会	 場：	 東京大学 本郷キャンパス 赤門総合研究棟（文京区本郷 7-3-1） 
学会ウェブサイト：http://www.jslis.jp/	 もご参照ください。 
 

２．日	 程	 

【第１日】	 10月 12日（土）  
	 	 	 12：00－      受付（赤門総合研究棟	 入口） 
	 	 	 12：45－12：55 開会式（1階	 第7教室） 
	 	 	 13：00－17：45 研究発表 （1階	 第7教室，B1階	 第8教室）	  
	 18：00－20：00 懇親会 （カポ・ペリカーノ	 本郷店） 

 
	  

  



	 【第２日】	 10月 13日（日）  
       9：00－ 受付（赤門総合研究棟	 入口） 
       9：30－12：00 研究発表 （1階	 第7教室，B1階	 第8教室） 
      12：00－13：00 昼食／理事会（教育学部	 第一会議室） 
      13：00－14：00 臨時総会・学会賞授与式（1階	 第7教室） 
      14：00－14：30 日本図書館情報学会60周年記念式典（1階	 第7教室） 
      14：40－17：00 シンポジウム（1階	 第7教室） 
      17：00－17：10 閉会式（1階	 第7教室） 
 
３．申込み要領	 

（1） 参加費・懇親会費 

 参加費 懇親会費 

正会員，賛助会員にご所属の方 2,000 円 

5,000 円 学生会員 0 円 

非会員 4,000 円 
＊今回の研究大会では，学会からの特別補助により，参加費が割引になっています。 

 

（2） 参加申込み・振込 

同封の「郵便振替用紙」にご記入いただき，10 月 3 日（木）までに，参加費，懇親会費等をお振込ください

（別途，振込料金が必要です）。お振込を「申込み」とみなします。 

ただし，学生会員の方で，お振込の必要がない方は，学会のウェブサイトから参加申込みをしてください。 

学会ウェブサイト：http://www.jslis.jp/ 
なお，研究大会当日に参加者名簿を配布する予定です。お名前，ご所属の掲載を希望されない方は，振

替用紙の「通信欄」にひと言，その旨をお書き添えください。 

 

口座番号：振替口座 00100-1-291345/（ゆうちょ銀行以外からの振込口座 019 当座 0291345） 
加入者名：日本図書館情報学会第 61 回研究大会実行委員会 

 

（3） 資料の申込み 

研究大会に参加されない方で，資料（『研究大会発表要綱』）のみをご希望の方は，「郵便振替用紙」の該

当欄にチェックし，2,000 円（送料込）をお振込ください。研究大会終了後，入金を確認したうえで，送付いたし

ます。 

 

（4） 昼 食 

昼食の手配は，各自でお願いいたします。 
 

（5） 宿 泊 

宿泊の手配は，各自でお願いいたします。 

 



４．研究発表 
	  第 1 日 10 月 12 日（土） 
     第 1 部会：1 階 第 7 教室／ 第 2 部会：B1 階 第 8 教室 
 
12:00～ 受 付（赤門総合研究棟 入口ロビー）  
12:45～12:55 開会式（第 7 教室）  
 第１部会（第 7 教室） 第 2 部会（第 8 教室） 

13:00～13:30 

松戸宏予（佛教大学） 

イングランドの大学図書館における特別な支援の背景要

素:ブロンフェンブレンナー理論を援用して 

伴周一（日本大学） 大久保尚紀（日本大学） 岡田悟志

（日本大学）  

スマートフォンのカメラ機能を活用した箱形書籍・資料デジ

タルアーカイブ作成装置の研究開発 

13:30～14:00 
志茂淳子（和歌山県立医科大学図書館三葛館）  

看護教育・研究をとりまく大学図書館の実態:「日本の図書

館」を用いた分析 

望月有希子（筑波大学大学院）  

明治・大正期の図書館における資料保存 

14:00～14:30 

西野祐子（筑波大学大学院） 松野渉（筑波大学大学院） 

池内有為（筑波大学大学院） 佐藤翔（同志社大学） 逸村

裕（筑波大学）  

大学図書館における未貸出図書の分析 

茅野良太（東京大学大学院）  

ネットワーク構造として見るメディアおよび記号の編成:メデ

ィア環境記述の新たな枠組みの提案 

14:30～15:00 

武井千寿子（筑波大学大学院） 芳鐘冬樹（筑波大学） 逸

村裕（筑波大学）  

大学図書館における電子ジャーナルの引用と閲読のオブ

ソレッセンス分析 

谷口祥一（慶應義塾大学）  

BSH/NDLSH と NDC における階層構造はどの程度一致す

るのか:件名と分類の統合的活用法に向けて 

15:00～15:15 休 憩  

15:15～15:45 

宮田洋輔（常葉大学短期大学部） 安形輝（亜細亜大学） 

池内淳（筑波大学） 石田栄美（九州大学） 上田修一（前

慶應義塾大学）  

ウェブページの寿命:2001 年に存在した 1000 万ページを

対象にした調査 

矢代寿寛（総合研究大学院大学/秋草学園短期大学） 小

山守恵（秋草学園短期大学）  

効果的な図書館見学方法の開発:ワークシートの試作と利

用を通じて 

15:45～16:15 

上田修一（前慶應義塾大学） 石田栄美（九州大学） 宮田

洋輔（常葉大学短期大学部） 南友紀子（慶應義塾大学） 

倉田敬子（慶應義塾大学）  

レビューサイトにみる集合知の可能性:アマゾンカスタマー

レビューを例として 

坪井優美（筑波大学大学院） 柳田美樹（㈱モバイルブッ

ク・ジェーピー） 鈴木佳苗（筑波大学）  

乳幼児のいる家庭向けイベントの内容に関する検討:公共

図書館での新たなサービスへの提案 

16:15～16:45 

佐藤翔（同志社大学） 川瀬直人（国立国会図書館） 塩崎

亮（国立国会図書館） 北島顕正（国立国会図書館） 原田

隆史（同志社大学）  

アクセスログに基づく国立国会図書館サーチの利用状況

の分析 

桂まに子（京都女子大学）  

小規模図書館が市民・行政と共に地域の課題解決に取り

組む手法:京都東山におけるまちづくり実践「図書館から

始める文学まち歩き」をふまえて 

16:45～17:15 

阿辺川武（国立情報学研究所） 間下亜紀子（連想出版） 

高野明彦（国立情報学研究所）  

Webcat Plus への問い合わせとその対応にみる名寄せ処

理の課題 

平山陽菜 小室里花（茨城県信用組合） 池内淳（筑波大

学）  

公立図書館に関する公開質問状の分析 

17:15～17:45  磯部ゆき江（放送大学大学院） 三輪眞木子（放送大学）  

公共図書館の電子書籍導入について 

18:00～20:00 懇親会（カポ・ペリカーノ 本郷店 東京大学医学部研究棟 13 階）  



第 2 日 10 月 13 日（日） 
     第 1 部会：1 階 第 7 教室／ 第 2 部会：B1 階 第 8 教室 
 
9:00～ 受 付（赤門総合研究棟 入口ロビー）  
 第１部会（第 7 教室） 第 2 部会（第 8 教室） 

9:30～10:00 

角田裕之（鶴見大学） 元木章博（鶴見大学） 天野晃（理

化学研究所）  

タブレット端末用情報資源組織演習の学習教材アプリの

開発 

吉田右子（筑波大学） 白井哲哉（筑波大学） 大庭一郎

（筑波大学） 原淳之（筑波大学） 平久江祐司（筑波大学） 

毛利 るみこ（筑波大学）  

図書館専門職養成史の批判的再検討:図書館情報学とア

ーカイブズ学の方法論的統合の可能性 

10:00～10:30 

村瀬愛美（鶴見大学） 元木章博（鶴見大学） 角田裕之

（鶴見大学） 天野晃（理化学研究所／農業生物資源研究

所／筑波大学）  

大学図書館の利用を促すシリアスゲームの開発 

松林正己（中部大学総合学術研究院出版室）  

D. C. ギルマンの青年期の図書館観:アメリカ研究図書館

史におけるその役割 

10:30～11:00 
金丸早希（鶴見大学） 角田裕之（鶴見大学） 

「ＢＬ」資料の図書館での扱い:小説における「腐女子」が好

む属性の傾向の調査を通して 

野口久美子（大妻女子大学）  

高校教員の読書経験が生徒への読書指導に与える影響:

質問紙調査をもとに 

11:00～11:30 

前田知子（政策研究大学院大学）  

日本における科学技術情報政策:NIST 構想の実像と評価 

松田めぐみ（東京大学大学院） 浅石卓真（東京大学大学

院） 河村俊太郎（東京大学大学院）  

高校の学校司書がもつ教科に関する学問の知識:物理学

の基本文献の把握状況から 

11:30～12:00 
薬袋秀樹（前筑波大学）  

「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の数値目標と

日本図書館協会 

中村百合子（立教大学） 橋詰秋子（国際子ども図書館）  

学校図書館コレクション形成に関する 2000 年以降の議論

の概観 

12:00～13:00 昼食・理事会（教育学部 第一会議室）  
13:00～14:00 臨時総会・学会賞授与式（第 7 教室）  
14:00～14:30 日本図書館情報学会 60 周年記念式典（第 7 教室）  
14:40～17:00 シンポジウム（第 7 教室）  
17:00～17:10 閉会式（第 7 教室）  

 
○東京大学総合図書館の見学について 

大会期間の開館時間中（9:00～19:00）であれば，総合図書館は自由に見学することができます。見学を

希望される方は，研究大会に参加している旨を，受付にてお申し出ください。なお， 13 日（日）には総合図書

館の見学会を企画しております。詳細については，下記 9.をご覧ください。 
 

５．臨時総会・学会賞授与式	 

研究大会第 2 日目に，次の通り，臨時総会を開催いたします。また，総会の議事終了後，同会場にて

2013 年度学会賞・奨励賞・学会貢献賞の授与式を行います。 
・日 時： 10 月 13 日（日）13:00～14:00 
・会 場： 東京大学 本郷キャンパス 赤門総合研究棟 第７教室 
・議 事： 

      1. 2013 年度定例（通信）総会の議案投票結果について 
2. その他 
 

６．日本図書館情報学会 60 周年記念式典	 

・日 時： 10 月 13 日（日）14:00～14:30 
・会 場： 東京大学 本郷キャンパス 赤門総合研究棟 第 7 教室 
・議 事： 

1. 会長式辞 
日本図書館情報学会会長 根本 彰 

  



2. 来賓祝辞（敬称略）  
日本図書館協会理事長 森 茜 
日本図書館研究会理事長 川崎 良孝 

3. 学会の歴史資料のデジタル化について 
学会史資料デジタル化特別委員会委員長 池内 淳 

	 

	 

７．第 61 回日本図書館情報学会研究大会シンポジウム	 

・日 時： 10 月 13 日（日）14:40～17:00 
・会 場： 東京大学 本郷キャンパス 赤門総合研究棟 第 7 教室 
・テーマ：「これからの図書館情報学教育を考える」 
・趣 旨： 

図書館情報学教育は，古くから議論されてきているテーマである。本学会でも，2003 年度から 3 年間

に亘って「情報専門職の養成に向けた図書館情報学教育体制の再構築に関する総合的研究

（LIPER）」が実施された。2003 年 10 月の創立 50 周年記念事業シンポジウムにおいては「これからの

図書館情報学研究と教育」というテーマで議論されている。その後，これらの活動をきっかけとし，学会

員を中心メンバーとし，情報専門職養成に向けて様々な研究が行われた。その主な成果として，情報

専門職養成のカリキュラム案の提示，図書館情報学検定試験の試行などがある。また，近年，「図書館

情報学」に関する教科書や書籍が多く出版されるようになってきており，司書の養成という範囲に収まら

ず，その裾野は広がってきているようにも思える。しかしながら，いまだに図書館への就職は難しい状

況であり，また情報専門職が職として確立しているとは言い難い。 
日本図書館情報学会創立 60 周年となる今年，改めて，図書館情報学教育について検討する。本シ

ンポジウムでは，（1）日本の図書館関連資格に関する歴史的経緯と文部科学省の動向，（2）日本の他

の専門職の動向，（3）海外の図書館情報学教育の動向，という観点から，図書館情報学教育はどうあ

るべきか，学会としてどのような活動が求められているかを検討し，今後の方向性を問うきっかけとした

い。 
● パネリスト 
 ・ 大谷 康晴（日本女子大学）  
 ・ 青柳 英治（明治大学）  
 ・ 三輪 眞木子（放送大学）  
● コメンテータ 
 ・ 下田 尊久（藤女子大学） 
 ・ 酒井 由紀子（慶應義塾大学） 
● コーディネータ 
 ・ 石田 栄美（九州大学）  
 

 
８．展示・その他	 

・日 時： 10 月 12 日（土）～10 月 13 日（日）の大会開催中 
・会 場： 東京大学 本郷キャンパス 赤門総合研究棟 1 階ロビー 
・内 容： 協賛企業等による図書館情報学関連の商品，サービス，書籍の展示，販売等 

  



９．東京大学総合図書館見学会	 

・日 時： 2013 年 10 月 13 日（日） 12:00～13:00 
・場 所： 東京大学総合図書館 
・人 数： 制限なし 
・申 込： 必要なし 
・内 容：  
    ツアー形式ではなく，個人単位の見学とし，各所で職員が案内に立ち，適宜説明する形です。 
    土・日は書庫を閉めておりますので，書庫内の見学はできません。ご了承ください。 
・協 力： 東京大学附属図書館 
・備 考： 
 ＊キャンパスマップ： 

   http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_07_j.html 
 
１０．会場（東京大学本郷キャンパス赤門総合研究棟）へのアクセス	 

・空 路  
羽田空港→（東京モノレール）→「浜松町駅」下車，東京方面へ JR に乗換→（JR 山手線）→「東京駅」

で下車，池袋方面へ東京メトロに乗換→（東京メトロ丸ノ内線）→「丸ノ内線 本郷三丁目駅」下車 
・JR  

「JR 東京駅」→（東京メトロ丸ノ内線）→「丸ノ内線 本郷三丁目駅」下車 
「JR 上野駅」→（銀座線）→「銀座線 上野広小路駅」→（徒歩）→「都営大江戸線 上野御徒町駅」，

飯田橋方面へ乗換→（都営大江戸線）→ 「都営大江戸線 本郷三丁目駅」下車 
・都営バス  

東京駅や御茶ノ水駅などから→路線バス，江北駅・駒込駅方面ゆき→「東大赤門前」で下車 
 
・「丸ノ内線	 本郷三丁目駅」から会場まで 

「本郷三丁目駅」改札を出てすぐ右方向に直進し，大きな通りに突き当たったら左方向に直進

すると，7～8 分で右側に東京大学の赤門が見えてきます。赤門を入って右側の建物が赤門
総合研究棟です。 

 
・バス停「東大赤門前」から会場まで 

東京駅や御茶ノ水駅から来る場合，「東大赤門前」のバス停は，本郷通りを隔ててキャンパ

スの反対側にありますので，バス停のすぐそばにある横断歩道をわたって東大赤門までお越

しください。バス停から赤門が見えます。赤門を入って右側の建物が赤門総合研究棟です。 
 

・キャンパスマップ 
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_08_02_j.html 
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