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2019 年 9 月 17 日 

 

日本図書館情報学会 

会 長 小田 光宏 

第 67 回研究大会実行委員会 

事務局 柳 勝文 

 

第 67 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.175）」にてご案内申し上げましたとおり、第 67 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 67 回研究大会では、合計 27 件（口頭発表 21 件，ポスター発表 6 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 日目の昼に昨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「デ

ジタルアーカイブと図書館」を開催いたします。 

 なお、大会初日の研究発表終了後、龍谷大学清和館食堂におきまして懇親の場を設けます。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： 2019 年 10 月 19 日（土）、20 日（日） 

会場： 龍谷大学 大宮学舎 東黌（とうこう） （京都市下京区七条大宮東入大工町 125-1） 

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】 10 月 19 日（土） 

13:00－      受付 （東黌 1 階エントランスホール） 

13:30－13:45  開会式（東黌 3 階 301 講義室） 

13:50－13:55  発表に関する諸注意 

14:00－16:45  口頭発表（東黌 3 階 301 講義室、302 講義室、303 講義室） 

17:15－19:15  懇親会（清和館生協食堂） 

 

 【第 2 日】 10 月 20 日（日） 

     9:30－     受付（東黌 1 階エントランスホール） 

  10:00－11:30  口頭発表（東黌 3 階 302 教室、303 教室） 

    11:30－13:00  ポスター発表（東黌１階多目的エリア）、昼食（東黌 3 階 301 講義室にて事前申込み者に弁当配布。食堂は閉まっています） 

   13:05－14:05  学会賞等授与式・会員集会（東黌 3 階 301 講義室） 

   14:15－16:55  シンポジウム（東黌 3 階 301 講義室） 

   16:55－17:05  閉会式（東黌 3 階 301 講義室） 
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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 11 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： 00940-6-196811 

（ゆうちょ銀行以外より振込 ０九九（ゼロキュウキュウ）店(099) 当座 0196811） 

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ナナ 

（日本図書館情報学会第 67 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 67 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 370 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 1,000

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) 大学図書館の見学 

第 1 日目（10 月 19 日（土））に龍谷大学図書館を自由に見学いただけます。開館時間は１０時００分から１７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、１０月１９日（土）１２時００分から１２時３０分まで、

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 (2019.9.2 現在) 

第 1日 10月 19日（土） 

第１会場：東黌（とうこう）3階 303講義室／第２会場：東黌 3階 302講義室／第３会場：東黌 3階 301講義室  

13:00～ 受 付 （東黌 1階エントランスホール） 

13:30～13:45 開会式 （東黌 3階 301講義室） 

 第１会場（東黌 3階 303講義室） 第２会場（東黌 3階 302講義室） 第３会場（東黌 3階 301講義室） 

14:00～14:30 
◎下野幹弥（筑波大学大学院） 

 
電子書籍の価格変動が需要に及ぼす影
響 

佐藤正惠（千葉県済生会習志野病院） 

 
患者の意思決定支援における病院患者図
書室の役割（予備的考察）:がん拠点病院

の状況：Webサイト調査  

坂下直子（京都女子大学） 

 
「学校図書館の読書指導」に関する一
考察 :1968年の議論に着目して 

14:30～15:00 
◎韓尚珉（東京大学大学院） 
 
自治体ウェブ文書に対する日本語非母

語話者の情報取得タスクに関する実証
研究の予備的分析 

三輪眞木子（放送大学），八巻知香子（国
立がん研究センター），田村俊作（元慶應
義塾大学），野口武悟（専修大学） 

 
視覚障がい者の健康医療情報ニーズの特
性と提供の際の課題 

米谷優子（放送大学，関西大学） 
 
都道府県子ども読書活動推進計画にみ

る，学校図書館の「人」の課題 

15:00～15:15 休 憩 

15:15～15:45 
◎吉井潤（都留文科大学） 
 

公立図書館における図書購入リストの
分析:江戸川区立図書館1年分の事例か
ら 

 

松戸宏予（佛教大学） 
 

11大学図書館における障害学生支援の取
組みの傾向と課題:聞き取り調査を中心
に  

須賀千絵（実践女子大学），汐﨑順子（慶
應義塾大学)  

 
「心に残る読書」の分析枠組みの構築 

15:45～16:15 
◎劉倩秀（筑波大学大学院） 

 
中国の大学図書館における情報リテラ
シー教育の今 

川瀬直人（国立国会図書館／筑波大学大

学院），松野渉（筑波大学），逸村裕（筑
波大学)  
 

日本における機関リポジトリ普及の背
景:オーラルヒストリーによる機関リポ
ジトリ史 

上田修一 

 
どのような大人が本を読んでいるのか 
:OECD 国際成人力調査のオープンデー

タに基づく多国間調査 

16:15～16:45 
池内有為（文教大学／文部科学省科学
技術・学術政策研究所），林和弘（文部

科学省科学技術・学術政策研究所） 
 
日本の研究者によるデータ公開の実践

状況と認識の変化  

栗山正光（首都大学東京） 
 

大学図書館の戦後ベストセラー所蔵状
況:出版年鑑と CiNii Booksのデータをも
とにして 

斎藤陽子（清泉女子大学） 
 

理科授業に役立つ科学の本の選択に向
けて:「ジャンル」の観点からの分析 

17:15～19:15 懇親会（清和館生協食堂） 

 

 

第２日 10月 20日（日） 

第１会場：東黌 3階 303講義室／第２会場：東黌 3階 302教講義室 

ポスター発表会場：東黌 1階多目的エリア 

9:30～ 受 付 （東黌 1階エントランスホール） 

 第１会場（東黌 3階 303教室） 第２会場（東黌 3階 302教室） 

10:00～10:30 
川瀬綾子（立命館大学） 
 
インターネット上の海賊版サイトによる被害額の算定とそ

の報道  

伊藤民雄（実践女子大学） 
 
市区町村立図書館の資料収集方針は全国的にどのように普及

したか:全国公共図書館協議会 2018年度蔵書構成・管理の調査
データを利用して 

10:30～11:00 
福永智子（椙山女学園大学） 

 
読書相談質問の実際とその類型化:雑誌の読書相談室に寄
せられた質問の分析から 

影浦峡（東京大学） 

 
言語表現をどう捉えるか:図書館情報学・辞書学・翻訳論の貢
献  
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 第１会場（東黌 3階 303講義室） 第２会場（東黌 3階 302講義室） 

11:00～11:30 
山本順一（桃山学院大学） 
 

レファレンスサービス再考:萎縮する人物情報に関するレ
ファレンスサービス  

谷口祥一（慶應義塾大学） 
 

書誌レコードに対する著作同定に機械学習を適用する試み: 
日本古典著作の事例 

11:30～13:00 

（昼食を含む） 

ポスター発表（東黌 1階多目的エリア） 

P-1：●村上孝弘（龍谷大学）/大学図書館近代化期の大学図書館のガバナンスとマネジメント 

P-2：▲桂まに子（京都女子大学）/地域連携型司書養成の実践 

P-3：◆三輪眞木子（放送大学），佐藤正惠（千葉県済⽣会習志野病院図書室），山下ユミ（京都府⽴図書館），磯部ゆき江（日

本図書館協会），阿部由美子（放送大学）/高齢者のヘルスリテラシー涵養を高める方策の提案 

P-4：●鬼頭孝佳（名古屋大学大学院），西田喜一（名古屋大学大学院），松田香南（名古屋大学大学院）/司書のキャリアシ

ステムにおける政策理念の浸透過程と現場の対応 

P-5：▲小山憲司（中央大学）/国内で発行される図書の巻末索引の現状と特徴 

P-6：◆安形麻理（慶應義塾大学）/西洋の初期印刷文化における聖書のパラテクスト面の特徴とその変遷 

 
以下の印の付いた時間帯には必ず自分のポスターの前に立ち，来場者への説明の実施，質問等への対応を行ってください。

それ以外の時間帯は，他の発表者の発表を聴くなどしても構いません。 

●：11：30～12：00，▲：12：00～12：30，◆：12：30～13：00 

昼食 （東黌 3階 301講義室，302講義室，303講義室ほか） 

13:05～14:05 学会賞等授与式・会員集会（東黌 3階 301講義室） 

14:15～16:55 シンポジウム（東黌 3階 301講義室） 

16:55～17:05 閉会式（東黌 3階 301講義室） 

※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．学会賞等授与式・会員集会 

研究大会２日目に、次の通り、2019 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及び会員集会を

行います。 

・日 時： 10 月 20 日（日）13:05〜14:05 

・会 場： 龍谷大学 東黌 3 階 301 講義室 

 ［学会賞等授与式］ 

    １．学会賞・論文賞・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 

 ［会員集会］ 

次第（予定）： １．会勢報告／２．2019 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 

    

６．第 67 回日本図書館情報学会研究大会シンポジウム 

・日 時： 10 月 20 日（日）14:15〜16:55 

・会 場： 龍谷大学  東黌 3 階 301 講義室 

・テーマ： デジタルアーカイブと図書館 

・趣旨： 

日本では 2020 年を目途に，国内のデジタルアーカイブの包括的ポータルサイトとして「ジャパンサーチ」の正式公開を

目指している。今後，図書館等の各機関では資料のデジタル化およびメタデータ共有などが課題となってくる。本シンポ

ジウムではデジタルアーカイブについて，特に図書館との関係に留意しつつ，構築・実践をめぐる情報共有を行い，図書

館情報学などの研究領域における課題を議論する。 

 



5 

 

・パネリスト 

福島幸宏 （東京大学大学院情報学環）「デジタルアーカイブ環境下での図書館機能の再定置」 

川島隆徳 （国立国会図書館）「ジャパンサーチ（試験版）のドメイン設計思想」 

西岡千文 （京都大学附属図書館）「京都大学図書館機構のデジタルアーカイブに関する取り組みと図書館情報学への期待」 

・コーディネータ・司会：古賀崇 （天理大学人間学部） 

 

７．展示・その他 

・日 時： 10 月 19 日（土）〜10 月 20 日（日）の大会開催中 

・会 場： 龍谷大学 大宮学舎 東黌 2 階 201 講義室、202 講義室 

・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．会場へのアクセス 

・JR 東海道本線・近鉄京都線・京都市営地下鉄烏丸線 「京都」駅下車、北西歩 10 分（市バス約 3 分） 

・JR 山陰本線（嵯峨野線）「梅小路京都西」駅下車、北東へ徒歩約 10 分 

・京阪本線「七条」駅下車、西へ徒歩約 20 分 

・阪急京都本線「大宮」駅下車、南へ徒歩約 20 分（市バス約 5 分） 

・最寄りのバス停：「七条大宮・京都水族館前」  
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第 67回日本図書館情報学会研究大会事務局 

〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町 67 

龍谷大学 文学部 柳勝文研究室 

TEL+FAX: 075-645-8444（研究室直通） 

jslis@let.ryukoku.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究大会会場 

大学入口 

懇親会会場 
図書館： 

1 日目自由

見学~17:00 


