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2018年 9 月 30 日 
 
日本図書館情報学会 

会 長 小田 光宏 
第 66 回研究大会実行委員会 

事務局 望月 道浩 
 

第 66 回日本図書館情報学会研究大会 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.170）」にてご案内申し上げましたとおり、第 66 回日本図書館情報学会研究大
会ならびに会員集会を下記の要領で開催いたします。 
 この度の第 66回研究大会では、合計 38 件（口頭発表 27 件，ポスター発表 11 件）の研究発表申込が
ありました。内容といたしましては、公共図書館、学校図書館、大学図書館、それぞれの分野において
昨今の課題に取り組んだ発表が多く、ご参加の皆さまそれぞれに意義のある会合となることが期待され
ます。 
 また、大会第 2 日目の昼に今年度から新たに始めた「ポスター発表」、午後には、一般公開シンポジウ
ム「図書館情報学における歴史研究の今とこれから」を開催いたします。 
 なお、大会初日の研究発表終了後、琉球大学生協北食堂におきまして懇親の場を設けます。沖縄観光
コンベンションビューローの助成を得て，3 日・4日ともに帰路（琉球大学からモノレール首里駅まで）
に貸切バスを運行します。ぜひ懇親会へもご参加いただき、会員同士の交流の場、意見交換の場として
ご活用ください。 
研究大会のご案内は、日本図書館情報学会のウェブサイト（http://www.jslis.jp/events/annual-conference/）

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： 2018 年 11 月 3 日（土）、4 日（日） 

会場： 琉球大学 千原
せんばる

キャンパス 教育学部棟、及び、人文社会学部文系講義棟 （沖縄県中頭郡西原町字千原 1 番地） 

学会ウェブサイト： http://www.jslis.jp/events/annual-conference/ もご参照ください。 

 

２． 日 程 

 【第 1 日】 11 月 3 日（土） 

12:30－      受付 （教育学部棟 1 階ロビー） 

13:00－13:15  開会式（教育学部棟 1 階 104 教室） 

13:20－13:25  発表に関する諸注意 

13:30－16:45  口頭発表（教育学部棟 1 階 102 教室、103 教室、104 教室） 

17:30－19:30  懇親会（琉球大学生協北食堂） 

 

 【第 2 日】 11 月 4 日（日） 

     9:30－     受付（教育学部棟 1 階ロビー） 

  10:00－11:30  口頭発表（教育学部棟 1 階 102 教室、103 教室、104 教室） 
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    11:30－13:00  ポスター発表（教育学部棟 1 階 101 教室），昼食（教育学部棟 1階ロビーにて事前申込み者に弁当配布、学生食堂は閉まっています） 

   13:05－14:05  会員集会・学会賞等授与式（人文社会学部文系講義棟 2 階 215 教室） 

   14:15－16:55  シンポジウム（人文社会学部文系講義棟 2 階 215 教室） 

   16:55－17:05  閉会式（人文社会学部文系講義棟 2 階 215 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 4,000 円 

4,000 円 学生会員    1,000 円 
非会員 6,000 円 

 
(2) 参加申込み・振込 

参加ご希望者は同封の「郵便振替用紙」にご記入いただき、10 月 26 日（金）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）。お振込をもって「申込み」とみなします。 
なお、研究大会当日に参加者名簿を配付する予定です。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。 
また、当日の準備の関係上、シンポジウムの参加／不参加について、振替用紙の「通信欄」に以下の要領で記載く

ださいますようお願いいたします。 
・シンポジウムに □参加，□不参加，□検討中 （いずれかにチェックをしてください） 
 

ゆうちょ銀行振替口座 口座番号： 01710-8-170021 
（ゆうちょ銀行以外より振込 一七九（イチナナキュウ）店(179) 当座 0170021） 
加入者名：ニホントショカンジョウホウガッカイダイロクジュウロッ 

（日本図書館情報学会第 66 回研究大会実行委） 
 

(3) 資料の申込み 
研究大会に参加されない方で、資料（『第 66 回日本図書館情報学会研究大会発表論文集』）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、参加費と郵送料（レターパックライト 360 円）の合計金額を記入の上、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、送付いたします。 
 

(4) 昼 食 
ご希望の方に第 2 日目のお弁当を用意いたします。ご入用の方は「郵便振替用紙」の昼食欄にチェックのうえ、代

金 1,080円をお振込みください。なお、大学内の食堂や売店は営業しておりません。また、近隣には食堂等がござい
ますが、日曜日なので家族連れで混雑することが予想されます。 
 

(5) 宿 泊 
   研究大会事務局による宿泊の斡旋はしておりません。ご了承ください。 
 
(6) 附属図書館の見学 

会期中、琉球大学附属図書館を自由に見学いただけます。開館時間は両日共に、８時３０分から２２時までです。
見学の際は、入館ゲートにて職員にお声がけください。なお、１１月４日（日）１２時２０分から３０分程度、職員
による見学ツアーを実施いたします。（先着２０名程度） 
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４．研究発表 (2018.9.16現在) 

第 1日 11月 3 日（土） 

第１会場：教育学部棟 1階 104教室／第２会場：教育学部棟 1階 103教室／第３会場：教育学部棟 1階 102教室  

12:30～ 受 付 （教育学部棟 1階ロビー） 

13:00～13:15 開会式 （教育学部棟 1階 104教室） 

 第１会場（教育学部棟 1階 104教室） 第２会場（教育学部棟 1階 103教室） 第３会場（教育学部棟 1階 102教室） 

13:30～14:00 
◎劉倩秀(筑波大学大学院)，池田潤

(筑波大学)，森本行人(筑波大学) 
 
多様性に着目した学術誌の評価指標: 
J-STAGEメタデータ活用の試み 

雪嶋宏一(早稲田大学) 

 
16 世紀前半バーゼルにおけるページ
付けの発展プロセスについて 

山本順一(桃山学院大学) 

 
近年のアメリカ連邦議会図書館を中
心とするデジタル化の動き 

14:00～14:30 
◎小林至道(青山学院大学)，中竹真依
子(青山学院大学)，天野朗子(青山学

院大学)，近藤泰弘(青山学院大学) 
 
大学図書館とライティングセンター

の協働による効果的なライティング
支援 

杉山悦子(都留文科大学) 
 

1970 年代の沖縄における子ども図書
館構想と読書普及活動の始まり 

谷口祥一(慶應義塾大学) 
 

RDAと NCR2018にとって適切なメタデ
ータスキーマとは何か 

14:30～15:00 
◎青木優大(中央大学大学院)，飯尾淳
(中央大学) 
 

八王子市図書館を対象とした図書館
評価のためのデータ分析 

桂まに子(京都女子大学) 
 
武蔵野市立図書館における「読書の動

機づけ指導」とその歴史的意義 

安形麻理(慶應義塾大学)，小島浩之
(東京大学)，矢野正隆(東京大学)，佐
野千絵(東京文化財研究所)， 

森脇優紀(東京大学)，上田修一(元慶
應義塾大学) 
 

日本の図書館における一般資料の保
存の現状 

15:00～15:15 休 憩 

15:15～15:45 
◎水沼友宏(駿河台大学)，佐藤憲樹

(駿河台大学)，宮﨑史晟(駿河台大
学)，辻慶太(筑波大学) 
 

アメリカの公共図書館におけるソー
シャルメディアの利用実態の調
査:YouTubeを中心として 

安形輝(亜細亜大学)，大場博幸(日本

大学)，大谷康晴(日本女子大学)，池
内淳(筑波大学) 
 

公立図書館における絵本の排列に関
する実態調査 

竹之内禎（東海大学） 

 
ロゴセラピーから見た司書の役割:三
つの「価値」概念を中心に 

15:45～16:15 
◎佐藤聡子(同志社大学大学院) 
 
公立図書館の指定管理者制度導入に

おける募集要項の実態調査 

斎藤陽子(清泉女子大学) 
 
科学の本を活用した初等教育 STEM 授

業の分析 

佐々木美緒(京都精華大学)，木川田朱
美(京都精華大学) 
 

大学機関における芸術図書館員養成
の検討 

16:15～16:45 
◎川口康平（香港科技大学） 

 
公共図書館によるクラウディングア
ウト効果と公的貸与権 

根本彰(慶應義塾大学) 

 
今後の学校図書館を導くための学習
理論の考察 

栗山正光(首都大学東京) 

 
大学図書館のベストセラー所蔵状況: 
TOHANと CiNii Booksのデータをもと

にして 

17:30～19:30 懇親会（琉球大学生協北食堂） 

 
第２日 11月 4 日（日） 

第１会場：教育学部棟 1階 104教室／第２会場：教育学部棟 1階 103教室／第３会場：教育学部棟 1階 102教室 

ポスター発表会場：教育学部棟 1階 101教室 

9:30～ 受 付 （教育学部棟 1階ロビー） 

 第１会場（教育学部棟 1階 104教室） 第２会場（教育学部棟 1階 103教室） 第３会場（教育学部棟 1階 102教室） 

10:00～10:30 
◎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) 
 
多様性に着目した研究者の専門分野

のネットワーク分析 

西田洋平(東海大学) 

 
障害者サービスとテキストデータの
可能性:情報アクセシビリティの普遍

性に関する原理的検討 

永利和則(福岡女子短期大学) 

 
公立図書館の運営形態と学校図書館
支援のあり方 
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 第１会場（教育学部棟 1階 104教室） 第２会場（教育学部棟 1階 103教室） 第３会場（教育学部棟 1階 102教室） 

10:30～11:00 
設楽成実(京都大学) 

 
紀要の投稿規定の公開状況に関する
調査 

佐藤翔(同志社大学)，佐藤聡子(同志

社大学大学院)，金信光恵(同志社大
学)，水口菜月(同志社大学)，西村葵
(同志社大学)，大道彩香(同志社大

学)，吉田光男(豊橋技術科学大学) 
 
Instagram におけるハッシュタグ「#

図書館」が付与された投稿の分析 

須賀千絵(実践女子大学)，池谷のぞみ

(慶應義塾大学)，桂まに子(京都女子
大学)，田村俊作(元慶應義塾大学)，
松本直樹(慶應義塾大学)，三輪眞木子

(放送大学)，八巻知香子(国立がん研
究センター) 
 

公共図書館に向けた「がん情報ギフ
ト」の効果と課題 

11:00～11:30 
瀬戸口誠(梅花女子大学)，村上泰子
(関西大学)，大城善盛(元同志社大学)  
 

『高等教育のための情報リテラシー
の枠組み』の実践可能性 

影浦峡(東京大学) 
 
図書館情報学研究における記述と考

察の位置づけをめぐって:問いの理論
的配置と計量的アプローチの方法論
的位置づけを中心に 

佐藤正惠(千葉県済生会習志野病院)， 
磯部ゆき江(日本図書館協会)，三輪眞
木子(放送大学)，北澤京子(京都薬科

大学)，渡邊清高(帝京大学) 
 
公共図書館における医療健康情報サ

ービスの質向上のためのメディアド
クター指標活用の可能性 

11:30～13:00 

（昼食を含む） 

ポスター発表（教育学部棟 1階 101教室） 

P-1：野口久美子(八洲学園大学)/学校司書のリカレント教育を念頭においた授業内容の検討に関する予備的考察:「学

校経営と学校図書館」受講者レポートの内容分析を通して 

P-2：木村麻衣子(慶應義塾大学)/日本の漢籍デジタルアーカイブの書誌データ項目:漢籍目録用フォーマットとの比較 

P-3：安形輝(亜細亜大学)，上田修一(元慶應義塾大学)/米国における電子書籍化の現状:米国議会図書館所蔵資料を対

象とした電子書籍化率の調査 

P-4：大谷康晴(日本女子大学)，安形輝(亜細亜大学)，橋詰秋子(慶應義塾大学大学院)，江藤正己(学習院女子大学)，

安形麻理(慶應義塾大学)，杉江典子(東洋大学)/米国議会図書館における日本のマンガの所蔵 

P-5：野口武悟(専修大学)，植村八潮(専修大学)，有山裕美子(工学院大学附属中学校・高等学校)/学校図書館職員を

対象とした電子書籍活用研修の効果と課題 

P-6：杉江典子(東洋大学)/位置情報取得技術 BLEビーコンを用いた図書館利用者の館内行動に関するデータ取得方法

の検討 

P-7：大場博幸(日本大学)/選択アーキテクチャとしての公共図書館 

P-8：村上晴美(大阪市立大学)/Subject World on the Web 

P-9：池内淳(筑波大学)/図書館設置条例の実態調査 

P-10：仲村拓真(青山学院大学大学院)/近代日本図書館統計に基づく公共図書館の活動・運営の分析:県・六大都市・

市の相違への着目 

P-11：松本直樹(慶應義塾大学)/公立図書館の教育委員会所管に関わる成立過程 

昼食 （教育学部棟 1階 102教室、103教室、104教室ほか） 

13:05～14:05 会員集会・学会賞等授与式 （人文社会学部文系講義棟 2階 215教室） 

14:15～16:55 シンポジウム（人文社会学部文系講義棟 2階 215教室） 

16:55～17:05 閉会式（人文社会学部文系講義棟 2階 215教室） 

※氏名前の◎は優秀発表奨励賞授与候補者です。このプログラムは暫定版であり発表論文の提出をもって確定します。所

属は教職員（常勤／非常勤）・院生・学部生等を問わず「機関名」（「大学名」）のみとしました。 

 

５．会員集会・学会賞等授与式 
研究大会２日目に、次の通り、会員集会及び 2018 年度学会賞・論文賞・奨励賞・学会活動への貢献に対する感謝状の授

与式を行います。 
・日 時： 11 月 4 日（日）13:05〜14:05 

・会 場： 琉球大学 千原
せんばる

キャンパス 人文社会学部文系講義棟 2 階 215 教室 
 ［会員集会］ 

次第（予定）： １．会勢報告／２．2018 年度定例（通信）総会の議案投票結果報告 
     ３．委員会等報告／４．意見交換、質疑／５．その他 
 ［学会賞等授与式］ 
    １．学会賞・論文書・奨励賞・学会活動への貢献に対する感謝状選考結果報告／２．各賞・感謝状授与 
     

６．第 66回日本図書館情報学会研究大会シンポジウム 
・日 時： 11 月 4 日（日）14:15〜16:55 

・会 場： 琉球大学 千原
せんばる

キャンパス 人文社会学部文系講義棟 2 階 215 教室 
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・テーマ： 図書館情報学における歴史研究の今とこれから 
・趣 旨： 

図書館情報学における歴史研究に関しては、特定の時代や地域、施設、図書館の制度やサービスを対象としたも
の、図書館の存立自体に焦点を当てた歴史研究など多様な方法論が使われ、豊かな研究成果を生み出している。過
去の記録と記憶を研究対象とする歴史研究は、史資料やインタビュイーの存在が研究の存立自体に関わるため、研
究の成立過程に研究資料の掘り起こしや倫理的問題が含まれている。さらに研究者の研究対象への認識や解釈が研
究成果に直接投影される。これらは歴史研究に取り組むときに直面し乗り越えるべき課題となっている。 
本シンポジウムを通して歴史研究における基本的視座やその変遷を押さえた上で、図書館情報学における多様な

歴史的研究手法について、具体的事例を通して考えていく。議論を通して、過去の記憶と記録を対象とする歴史研
究が、図書館情報学のアカデミックな発展を切り開く可能的様態を示したい。 

 
○基調講演 
川崎良孝（京都大学名誉教授） 
「図書館の歴史研究の現状と展望：アメリカ図書館史研究を例に」 

 
○パネリスト（発表順）と演題 
福井佑介（京都大学大学院教育学研究科） 
「図書館思想の歴史研究：研究の視座、方法論、解釈」 
杉山悦子（都留文科大学兼任講師） 
「学校図書館の歴史研究における視座と方法：沖縄研究からの問い」 
汐﨑順子（慶應義塾大学非常勤講師） 
「児童サービス史の研究とオーラルヒストリー：調査の意義と難しさ」 

 
○司会                  ○コーディネータ 
三浦太郎（明治大学文学部）        吉田右子（筑波大学図書館情報メディア系） 

 

７．展示・その他 
・日 時： 11 月 3 日（土）〜11 月 4 日（日）の大会開催中 

・会 場： 琉球大学 千原
せんばる

キャンパス 教育学部棟 1 階 106 教室 
・内 容： 協賛企業等による図書館情報学関連のシステム、商品、サービス、書籍の展示等 

 

８．会場（琉球大学千原
せんばる

キャンパス 教育学部棟／人文社会学部文系講義棟）へのアクセス 
お薦めしている来学方法は以下の通りです（6 ページも参照ください）。 
□那覇空港／那覇市内⇒モノレール首里駅⇒タクシー（約 20 分 約 1,500 円） 

＊琉球大学南口（西原口）が最寄りの入口となります。 
□詳しくは、琉球大学の HP をご参照ください。http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/general/access/index.html 

＊研究大会開催日（土・日のため）は，モノレール首里駅から琉球大学までのバスが運休となります （那覇空港
から琉大入口（高速バス），及び，那覇バスターミナルから琉球大学までのバスは運行されます）。 

 

９．帰路（琉球大学からモノレール首里駅まで）の貸切バス運行について 
沖縄観光コンベンションビューローの助成を得て，3 日・4 日ともに帰路（琉球大学からモノレール首里駅まで）に

貸切バスを運行します（貸切バスは先着順にて、各出発時刻より満員となり次第、発車します）。 
□11 月 3 日（土）①琉大 17 時発より小型バス 3 台分（約 75 名分）（発着場所：附属小学校前多目的広場） 

        ②琉大 19 時 30 分発より小型バス 6 台分（約 150 名分）（発着場所：懇親会会場の琉球大学生協北食堂前） 
□11 月 4 日（日）③琉大 17 時 30 分発より小型バス 6 台分（約 150 名分）（発着場所：附属小学校前多目的広場） 
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琉球大学キャンパスマップ
http://www.jim.u-ryukyu.ac.jp/annai/canpus_map.html 

琉球大学へのアクセス 
http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/general/access/index.html 

帰路貸切バス発着場所 

附属小学校前多目的広場 

11 月 3 日（土）17 時 00 分発 

11 月 4 日（日）17 時 30 分発 

帰路貸切バス発着場所 

琉球大学生協北食堂前 

11 月 3 日（土）19 時 30 分発 

研究大会会場 

教育学部棟１階 

会員集会・学会賞等授与式 
11 月 4 日（日）13 時 05 分から 

シンポジウム 
11 月 4 日（日）14 時 15 分から 

人文社会学部 

文系講義棟２階 215 教室 

附属図書館 
職員による見学ツアーは、 

１１月４日（日）１２時２０分から 

（先着２０名程度） 


