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第 57 回日本図書館情報学会研究大会・臨時総会
ご案内
会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
先の会報においてご案内申し上げましたように、第 57 回日本図書館情報学会研究
大会・臨時総会を下記日程にて開催いたします。1953 年（昭和 28）に国立博物館で
第 1 回研究大会が開かれて以来、明治大学では初めての開催となります。

日 時

2009 年 10 月 31 日 (土 )～11 月 1 日 (日 )

会 場

明 治 大 学 駿 河 台 キャンパス リバティタワー
〒101-8301 東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 １－１

図書館情報学の領域では現在、何がテーマとして捉えられ、どこに関心が向けられ
ているのでしょうか。本研究大会では、第一線の研究者や若手大学院生たちを中心に
“図書館情報学のいま”を知る研究発表 31 件が予定されております。
そこには、近年の図書館展開を批判的に振り返りながら、今後のあり方を模索する
研究や、実証的調査に基づくサービス実態に対する評価、また、図書館存続の基盤を
改めて問い直す歴史的考察など、近年の研究動向を受けたテーマが集まっています。
会員諸氏には奮ってご参加いただき、個々の発表における研究の方向性や方法論的
妥当性、解釈の確かさ、今後の可能性などについて、批判的・建設的なご議論をお願
いできればと存じます。多数の方々のご参加を心よりお待ち申し上げております。
また、研究大会第 2 日目の午後には「情報検索サービスの将来像：情報提供機関の
これからの役割と課題」というテーマでシンポジウム（一般公開）を開催いたします。
情報サービス提供機関としての図書館の役割をパネリストの方々と再考していくな
かで、情報検索と図書館の今後を考え合いたいと思います。
なお、大会初日の研究発表終了後、リバティタワー23 階「岸本辰雄記念ホール」
におきまして懇親の場を設けます。会員同士の交流の場、意見交換の場となるよう、
準備万端整えてお待ち申し上げますので、ぜひご参加ください。
研究大会のご案内は、日本図書館情報学会のサイト[http://wwwsoc.nii.ac.jp/jslis/]
でもご覧いただけます。

１．日 程
10月 31日 （ 土 ）
10：30－11：30
明治大学 ①図書館見学 ②博物館見学 ＜オプション各30名＞
12：00－
受付（リバティタワー1階）
13：00－13：10
開会あいさつ（16階 1163教室）
13：15－17：00
研究発表（16階 1163・1165・1166教室）
17：30－19：30
懇 親 会 （23階 岸本辰雄記念ホール）

【第１日】

11月 1日 （ 日 ）
9：00－
受付（リバティタワー1階）
9：15－11：55
研究発表（16階 1163・1166教室）
12：00－12：50
理 事 会 ＜理事のみ＞
13：00－14：00
臨時総会・学会賞授与式（1階 リバティホール）
14：10－16：50
シンポジウム（1階 リバティホール）
16：50－17：00
閉会あいさつ（1階 リバティホール）

【第２日】

２．会場へのアクセス
■ JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」下車徒歩 3 分
■ 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」下車徒歩 5 分
■ 都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町駅」下車徒歩 5 分

明治大学キャンパスガイド
[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/]

３．申込み要領
【申込み・振込】
大会案内に同封された「郵便振替用紙」にご記入いただき、10 月 13 日（火）まで
に、参加費・懇親会費等をお振込願います。お振込を「申込み」とみなします（振
込料金が必要）。
※大会案内は 9 月末頃に会員各位に発送される予定です。
口座番号：郵便口座 ００１９０－２－７４３５３４
加入者名：日本図書館情報学会第 57 回研究大会実行委員会
（なお、研究大会当日に参加者名簿を配布する予定でおります。お名前・ご所属の掲載を
希望されない方は、申込時に「通信欄」にひと言、その旨をお書き添えください）

【参加費・懇親会費】
＜参加費＞ 正会員、賛助会員にご所属の方 4,000 円
学生会員 1,000 円、 非会員 6,000 円

＜懇親会費＞
4,000 円

【オプション見学の申込】
初日 10:30～11:30 に、明治大学図書館と博物館の各見学会を企画します（参加費
無料）。ご案内できる人数の都合上、それぞれ先着 30 名に限ります（同一時間帯
につき、参加はいずれかのみ可能です）。ご希望の方は、研究大会事務局宛メール
もしくはファクスにて、お申し込みください（定員に達し次第、締め切ります）。
研究大会事務局：jslis09@kisc.meiji.ac.jp ／ FAX. 03-3296-2094
記載事項
・件名欄：
「図書館見学希望」もしくは「博物館見学希望」のいずれかを明記
・本 文：お名前とご所属をご記入ください
当日の集合場所等につきましては、研究大会事務局で「申込み」を確認し、後日、
メールにてご連絡さし上げます。
【資料の申込】
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」の該当欄をチェックし、2,500 円（送料込）をお振込みください。
研究大会終了後、入金を確認したうえで、送付させていただきます。
【昼食】
第 2 日目のお弁当のご用意も可能です。ご入用の方は「郵便振替用紙」の昼食欄をチ
ェックのうえ、代金 1,000 円をお振込ください。お弁当を利用されない方も、近隣の
料理店、コンビニエンスストア等がご利用可能です。ちなみに、大学の食堂（リバテ
ィタワー17 階「スカイラウンジ暁」）は、日曜日は、営業しておりません。なお準備
の都合上、振込締め切り日（10 月 13 日（火））以降、追加注文はいたしません。

４．研究発表
12:00～

受付（リバティタワー1 階）

13:00～13:10

開会のあいさつ（16 階 1163 教室）

【第１日】 10 月 31 日（土）
第１部会（1163）
13:15～14:45

司会

第３部会（1165）

セッション１～３

安井 一徳

原田 隆史

栗原 智久

（国立国会図書館）
，

（慶應義塾大学），

（江戸東京博物館）
，

野末 俊比古

小山 憲司

大庭 一郎

（青山学院大学）

（三重大学）

（筑波大学）

上田 洋，村上 晴美†，

佐浦 敬之，辻 慶太†
13:15

（筑波大学院，†筑波大学）

～
13:45

「公共図書館における利
用履歴の活用に関する意
識調査」
村山 遼，河村 俊太郎，

＊辰巳

昭治 （大阪市立大 （二松學舎大学）

学院， 大阪市立大学）
†

「集中型横断検索システム
のための自動書誌同定処
理の検討」

Oard†，＊Kenneth R.
Fleischmann†（駿河台
大学，†University of
Maryland, USA）

ットワーク構造：2007 年 「人の価値観を表すカテゴ
と 2009 年との比較分析」

館職員大久保乙彦の活動：
1960 年代の都立日比谷図

石田 栄美，＊An-Shou

（東京大学院，†国立情報

～
「Web ページのリンク関係
14:15
からみた公立図書館のネ

「文学館業務を形作った図書

書館と日本近代文学館」

Chen†，＊Douglas W.

学研究所）

岡野 裕行

†

浅石 卓真，鈴木 崇史

†

13:45

第２部会（1166）

寺澤 正直
（筑波大学院）
「文化行政による民間所在史
料保存に対する支援の現状
と課題」

リを対象にした自動分類」

岡田 将彦，安形 麻理 ，
†

上田 修一†，小島 浩之††， 橋本 定幸，小林 義英，
落合 圭，塩尻 栄美子，

矢代 寿寛†,

（慶應義塾大学院， 慶應

山崎 雅和，栗原 正昭，

宮澤 彰

14:15

義塾大学，

浜中 寿，坂内 悟，

～
14:45

済学部資料室，

＊村田

優美子†††
†

††

東京大学経

†

,

，

††

†††

（ 総合研究大学院大学，
†

國谷 実，治部 眞里

††

塾大学三田メディアセン

（科学技術振興機構）

†††

ター）

「特許の引用情報にみら 「統計資料にみる博物館美術
れる論文情報の定量的分 館の図書室の現状と課題」
析結果報告」

慶應義

†††

「無線綴じ図書の損傷原
因：和洋図書の状態調査
結果の比較」
14:45～15:00

休

憩

日本学術振興会，
国立情報学研究所）

第１部会（1163）

第２部会（1166）

15:00～17:00

司会

セッション４～６

須賀 千絵

松林 麻実子

須永 和之

（慶應義塾大学），

（筑波大学），

（國學院大学）
，

野末 俊比古

小山 憲司

酒井 由紀子（慶應義塾大学信濃町

（青山学院大学）

（三重大学）

長谷川 豊祐
15:00

第３部会（1165）

（鶴見大学図書館）

～ 「わが国における図書
15:30
館サービスの推移：
1970 年－2006 年」

メディアセンター）

栗山 正光（常磐大学） 大作 光子（筑波大学院）
「NACSIS-CAT のデータ 「アメリカ学校図書館評価に基づく
にみる海外有力学術雑

情報リテラシー教育の評価研究の

誌の所蔵状況」

検討」

宮田 洋輔，安形 輝†，
小林 卓
15:30
～
16:00

（実践女子大学）
「障害者サービスを

池内 淳††，上田 修一
（慶應義塾大学，亜細亜
†

大学， 筑波大学）
††

田中 聖子
（鈴鹿市立石薬師小学校）
「情報活用能力育成に果たす司書教

め ぐ る 言 説 ： 1970 「日本の機関リポジトリ

諭の役割：三重県鈴鹿市の小学校

－90 年代を中心に」

を対象とした意識調査」

に収録された学術情報
のアクセス可能性」
佐藤 翔，逸村 裕†，

汐﨑 順子
16:00

（慶應義塾大学）

～ 「文庫の活動とその変
16:30
化：横浜市汐見台文
庫の事例調査」

＊山村

高淑††，

＊岡本

健†††

（筑波大学院，†筑波
大学，††北海道大学，
北海道大学院）

†††

「機関リポジトリコンテ
ンツの受容と他メディ

河西 由美子（玉川大学）
，庭井 史絵
（慶應義塾普通部），塩谷 京子（関
西大学）
，＊藤田 利江（荒川区学校図
書館支援センター）
，＊小林 路子（市
川市学校図書館支援センター），＊高
桑 弥須子（市川市教育委員会）
，＊奥
村 明子（流山市立八木南小学校）
，＊
伊藤 史織（玉川学園），＊今井 亜湖

（岐阜大学）
，＊堀田 龍也（玉川大学）
アからの影響：高頻度
「学校図書館活用を促す教員向け探
利用文献を中心に」
究型学習パッケージの開発」
荻原 幸子
16:30
～
17:00

（専修大学）
「クライストチャーチ
市における図書館施
設計画の策定過程に
みる住民参加」

17:30～19:30

榊原 真奈美，野添 篤
毅†（愛知淑徳大学院，
†

愛知淑徳大学）

「我が国の医学雑誌投
稿規定における利益
相反ポリシーの導入
状況調査」

松戸 宏予
（コロンビア大学ティーチャーズ
カレッジ日本校）
「調べ学習の取り組みに影響を及ぼ
す要因：学校職員間の連携を視点
において」

懇親会（23 階「岸本辰雄記念ホール」）

【第 2 日】 11 月 1 日（日）
第１部会（1163）
9:15～11:55
司会

9:15
～
9:45

9:45
～
10:15
10:15

第２部会（1166）
セッション７～８
芳鐘 冬樹（筑波大学）
，
酒井 由紀子（慶應義塾大学信濃町

泉山 靖人（東北大学），
大庭 一郎（筑波大学）

メディアセンター）
作野 誠（愛知学院大学歯学薬学図書館

鞆谷 純一（大阪市立大学院）

情報センター）

「帝国図書館の略奪図書」

「「図書館利用者満足度調査」結果の検討：
機能評価の仕組み構築を求めて」

河村 俊太郎（東京大学院）
「蔵書構成からみる東京帝国大学
経済学部図書室の運営に関する
歴史的研究」
野村 知子（久留米大学）

上野 芳重（大阪市立大学院）
「法科大学院認証評価における図書館評価：
３つの評価機関による評価の特徴と課題」
上田 修一（慶應義塾大学）

～ 「わが国の出版者の「著作権」認識 「法科大学院認証評価結果にみる大学図書
10:45 における紙型の意義」
館評価」
10:45～10:55

小 休 憩

中島 正道，中島 めぐみ ，
†

10:55
～

佐藤 奨平††（日本大学，†農林

三輪 眞木子，河西 由美子†，宮原 志津子††

水産省農林水産研究情報総合セ

（放送大学，†玉川大学，††東京大学院）
「LIS 専門職教育の国際的な同等性と互換性

ンター，††日本大学院）

11:25 「新渡戸稲造『武士道（英文初版）』
書誌事項混乱の背景としての日

に関する議論：ボローニャプロセスのイン
パクト」

米著作権制度」
11:25

近藤 友子（大阪市立大学院）

小泉 公乃（慶應義塾大学）

～ 「点字図書館における録音図書資料「日本の図書館経営教科書における経営理論
11:55
のはじまり」
の位置付け」

５．臨時総会・学会賞授与式
11 月 1 日（日） 13:00－14:00
於：明治大学駿河台キャンパス

リバティタワー1 階リバティホール

研究大会第 2 日目に、臨時総会を開催いたします。なお、総会の議事終了後、
同会場にて 2009 年度学会賞・奨励賞・学会活動貢献賞の授与式を行います。
議事

1.
2.

2009 年度定例（通信）総会の議案投票結果について
その他

６．第 57 回日本図書館情報学会研究大会シンポジウム
11 月 1 日（日） 14:10－16:50
於：明治大学駿河台キャンパス

リバティタワー1 階リバティホール

テーマ：「情報検索サービスの将来像：情報提供機関のこれからの役割と課題」
趣旨：インターネットの普及、情報技術の進展により、Google をはじめとする検索エ
ンジンや Web データベースを活用すれば、かなりの情報をエンドユーザが検索するこ
とが可能となってきた。情報へのアクセス手段が多様化し、図書館が必ずしも情報流
通の仲介者ではなく、さまざまな情報源の 1 つとして相対化されつつあるなか、図書
館あるいは情報提供機関はどのような情報検索サービスを展開すべきなのであろうか。
このテーマについて、本学会では『図書館情報学のフロンティア』No.9 として
『情報アクセスの新たな展開：情報検索・利用の最新動向』を発行予定である。本書
では、情報アクセスを取り巻く環境とその現状について、情報検索サービス、情報検
索システム、利用者、図書館員などの各視点から論考を寄せていただいた。
本シンポジウムでは、同書で提示したテーマについて、
（1）情報検索を支える技術・
サービス、
（2）情報検索サービスのコンテンツ（学術情報）、
（3）情報検索サービスを
利用・提供する図書館、という 3 つの視点から、それぞれの専門家を交えて意見交換、
討論を行い、学問的視座から情報検索サービスの将来像を探りたい。
●
・
・
・

パネリスト（敬称略）
大山 敬三 （国立情報学研究所）
松林 麻実子（筑波大学）
長谷川 豊祐（鶴見大学図書館）

●

コーディネータ
小山 憲司（三重大学、日本図書館情報学会研究委員）

13:00～14:00

臨時総会・学会賞授与式

14:10～16:50

シンポジウム

16:50～17:00

閉会あいさつ

７．展示・その他
10 月 31 日（土）～11 月 1 日（日）
於：明治大学駿河台キャンパス リバティタワー16 階
企業展示：図書館情報学システム関連展示や、関連書籍の販売等を行います。

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台１－１
明治大学司書・司書教諭課程室内
第57回日本図書館情報学会研究大会事務局
TEL 03-3296-4517
FAX 03-3296-2094
Email: jslis09@kisc.meiji.ac.jp

