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2021年9月吉日 
 

日本図書館情報学会 
会 長 岸田 和明 

第69回研究大会実行委員会 
事務局 山田 美幸 

 
第 69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.185）」にてご案内申し上げましたとおり、第69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「ご案内」の発行時点では、現地にてオンサイトで開催し、5 月の春季研究集会
と同様に、会場の様子をオンラインで配信する予定です。ただし、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、昨年
と同じくオンライン開催へと切り替える可能性があります。その際には、参加申込サイトでお知らせいただいた電子メー
ルのアドレス宛にお知らせをお送りいたします。 
 この度の第69回研究大会では、合計21件（口頭発表16件，ポスター発表5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「ポスター発表」、午後には、一般公開シンポジウム「図書館情報学教育における遠隔教育
の可能性と課題」（要 学会サイトからの事前申し込み）を開催いたします。なお、例年、大会初日の研究発表終了後に開
催しておりました懇親会は、コロナ禍にあるため開催いたしません。 
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（https://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 

１１．． 開開催催概概要要  
日時： 2021年10月16日（土）、17日（日） 

会場： 熊本学園大学 11号館 （熊本市中央区大江 2 丁目 5 番 1 号） 

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

 

２２．． 日日  程程 

 【第1日】 10月16日（土） 

13:00－      受付 （11号館7階 エレベータホール） 

13:30－13:45  開会式（11号館7階1173教室） 

13:50－13:55  発表に関する諸注意 

14:00－17:00  口頭発表（11号館7階1173教室，11号館6階1163教室） 

 

 【第2日】 10月17日（日） 

     9:20－     受付（11号館7階 エレベータホール） 

   9:50－11:30  口頭発表（11号館7階1173教室，11号館6階1163教室） 

    11:30－13:00  ポスター発表（11号館7階117E教室）、昼食（11号館7階117A，117C教室など。大学食堂は閉店しています。） 

   13:05－14:05  会員集会・学会賞等授与式（11号館7階1173教室） 

   14:15－16:55  シンポジウム（11号館7階1173教室） 

   16:55－17:05  閉会式（11号館7階1173教室） 
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第 69回日本図書館情報学会研究大会事務局 

〒862-8680 熊本市中央区大江 2 丁目 5 番 1 号 

熊本学園大学 商学部 山田美幸研究室内 

TEL: 096-364-5161 (代表)（内線 1505） 

jslis69@kumagaku.ac.jp 
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３３．． 申申込込みみ要要領領  
(1) 参加費 

 参加費 懇親会費 
正会員、賛助会員にご所属の方 無料 

実施なし 学生会員、非会員の学生    無料 
学生以外の非会員 3,000円 

 
(2) 参加申込み・振込 

・オンサイト・オンライン参加ともに参加ご希望者は、学会ウェブサイトの参加申込フォームから、10月10日（日）までに申し込みくだ
さい。 

・学生以外の非会員の方は、参加申込フォームでの申込に加えて、10月10日（日）までに下記の金融機関に参加費を振り込んでください
（別途、振込手数料が必要です）。お振込をもって「申込完了」とみなします。 

・研究大会当日に参加者名簿を配付する予定です。ご所属の掲載を希望されない方は、参加申込フォームの「ご所属」欄を空欄にしてくだ
さい。 

・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、参加申込フォームにご回答ください。 
 

 
肥後銀行 水前寺支店 普通 1655668  

名義：ニホントショカンジョウホウガッカイダイロクジュウキュウカイケンキュウタイカイジッコウイ 
（日本図書館情報学会 第69回研究大会実行委員会 代表者 山田美幸） 
 

 
 

(3) 『発表論文集』の頒布 
研究大会終了後、学会ウェブサイトに PDF 版を掲載する予定です。そのため、郵送による頒布は行いません。研究大会に参加されない方

で、入手をご希望の方はPDF版を参照ください。 
 

(4) 昼 食 
コロナ禍にあるため、お弁当の事前予約は受け付けません。各自でご準備くださるようお願い致します。大学内の食堂については、土曜日

は営業予定（日曜日は休業）です。近隣に飲食店が数件ありますが、日曜日は混雑する可能性が予想されます。なお、大学構内にはコンビニ
エンスストア、大学近隣には大型スーパーがあります。 

 
(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16日（土））に熊本学園大学付属図書館を自由に見学いただけます。開館時間は8時50分から22時までです。見学の際

は、入館ゲートにて研究大会参加者の旨、職員にお申し出ください。なお、10月16日（土）11時30分から職員による見学ツアーを実施い

たします。入館ゲート付近にお集まりください（予約不要、先着15名程度）。  
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・パネリスト 

三輪眞木子 （放送大学）「図書館情報学教育における遠隔教育のこれまで、課題、可能性」 

瀬戸口誠 （梅花女子大学）「司書養成教育における遠隔教育の実践：小規模大学の取り組みを事例に」 

宮原俊之 （帝京大学）「私たちは、今、どのように遠隔教育と向き合うべきか」 

・コーディネータ・司会：小山憲司 （日本図書館情報学会研究委員、中央大学） 

 

７７．．展展示示・・そそのの他他  
・日 時： 10月16日（土）〜10月17日（日）の大会開催中 
・会 場： 熊本学園大学 11号館7階117B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・販売等 

 

８８．．会会場場へへののアアククセセスス  
・九九州州新新幹幹線線・・JJRR鹿鹿児児島島本本線線  熊熊本本駅駅よよりり 

・車利用 約15分 

・熊本都市バス利用 6のりば（白川口） 約20分 

◎第一環状線（大学病院回り） バス停「大江渡鹿」下車 徒歩約５分 

◎中央環状線（大学病院回り） バス停「学園大前」下車すぐ 

・「熊学ライナー」は土日祝は運休です。 

・JJRR豊豊肥肥本本線線  水水前前寺寺駅駅よよりり 

・同駅北口より徒歩 約10分 

・同駅北口より熊本都市バス利用 約3分 

◎（大江城西線） バス停「学園大前」下車すぐ 

・・熊熊本本空空港港よよりり  

・空港バス利用 約30分 

◎バス停「味噌天神」下車 徒歩約15分 

・熊熊本本市市電電 

◎電停「味噌天神前」下車 徒歩約15分 

（詳しくは、熊本学園大学サイト内「大学への交通アクセス」［https://www.kumagaku.ac.jp/daigaku/map/access］をご覧ください。） 
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４．研究発表  (2021.9.17現在) 

※コロナ禍にあるため、換気の実施と会場移動による密集を回避するため、各発表の間に5分のインターバルを設けています。

第1日 10月16日（土）

第１会場：11号館7階1173教室／第２会場：11号館6階1163教室 

13:00～ 受 付 （11号館7階 エレベータホール） 

13:30～13:45 開会式 （11号館7階1173教室） 

第１会場（11号館7階1173教室） 第２会場（11号館6階1163教室） 

14:00～14:30 
＊福井雄大(滋賀文教短期大学) 

図書館におけるネットワーク情報資源の網羅的把握の試み:レフ

ァレンス協同データベースを中心に 

吉井潤(都留文科大学) 

公立図書館における電子図書館サービスの現状 

14:35～15:05 
＊宮田玲(名古屋大学)，浅石卓真(南山大学)，矢田竣太郎(奈良先
端科学技術大学院大学) 

学校図書館による教材資料提供プロセスのモデル化と教員連携を
促す打ち合わせシートの開発 

松林麻実子(筑波大学)，宇陀則彦(筑波大学)，大場勇貴(筑波大学大学
院)，上保秀夫(筑波大学)，溝上智惠子(筑波大学)，歳森敦(筑波大学) 

公共図書館サービスとしての地域記憶アーカイブの構築 

15:10～15:40 
＊山下ユミ(京都府立図書館)，佐藤正惠(千葉県済生会習志野

病院)，伊藤さやか，墳崎麻樹(国際医療福祉大学)，中村真美

(国際医療福祉大学)，三輪眞木子(放送大学) 

日本の都道府県立図書館における医療・健康情報提供：医中誌Web

提供と診療ガイドライン所蔵の状況から 

根本彰 

戦後学校図書館政策のマクロ分析 

15:40～15:55 休 憩 

15:55～16:25 
＊松田七海(鶴見大学大学院)，角田裕之(鶴見大学) 

日本図書館情報学会誌の論文における学会発表が査読期間に与え

る影響 

岸田和明(慶應義塾大学)，門脇夏紀(慶應義塾大学大学院) 

深層学習に基づくPublisher2vecによる出版者のグルーピング 

：TRC MARCを利用して 

16:30～17:00 
浅石卓真(南山大学)，矢田竣太郎(奈良先端科学技術大学院大学)，宮田
玲(名古屋大学) 

教科書の単元に対応したNDC記号の収集：学校図書館向け教材検索シス
テムの改善に向けた予備実験 

第２日 10月17日（日） 

第１会場：11号館7階1173教室／第２会場：11号館6階1163教室 

ポスター発表会場：11号館7階117E教室

9:20～ 受 付 （11号館7階 エレベータホール） 

第１会場（11号館7階1173教室） 第２会場（11号館6階1163教室） 

9:50～10:20 
＊三田怜佳(鶴見大学)，元木章博(鶴見大学) 

地方自治体におけるセカンドブック実施状況 

森山光良(東京大学大学院) 

広域総合目録ネットワークを基盤とした取組の実績と投入要素の関係
の分析：多変量解析のモデルを通して 

10:25～10:55 
＊吉澤小百合(筑波大学大学院) 

探究学習と教育の情報化を背景とした学校図書館への意識と現状 

安形輝(亜細亜大学)，上田修一(元慶應義塾大学) 

オープンデータに基づく各国立図書館の蔵書の特徴と重複状況 
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 第１会場（11号館7階1173教室） 第２会場（11号館6階1163教室） 

11:00～11:30 
山本順一(放送大学)  
 
ディベート学習がなぜこの国ではうまくゆかないのか？： 

日本とアメリカとの図書館への役割期待の相違など 

谷口祥一(慶應義塾大学)，橋詰秋子(実践女子大学短期大学部)  
 
NCR2018における規定間参照関係：RDFデータに対するネットワーク分

析の適用 

11:30～13:00 

（昼食を含む） 

ポスター発表（11号館7階117E教室） 

P-1：●佐藤正惠(千葉県済生会習志野病院)，中島ゆかり(一宮西病院)，三輪眞木子(放送大学)／がん患者会の場としての公共図書館：地域

包括ケアシステムにおける役割に関する考察 

P-2：▲安形輝(亜細亜大学)，大谷康晴(青山学院大学)，江藤正己(学習院女子大学)，杉江典子(東洋大学)，安形麻理(慶應義塾大学)，橋詰

秋子(実践女子大学短期大学部)／ウェブ上の集合知を応用した日本マンガ翻訳書誌作成の試み 

P-3：◆桂まに子(京都女子大学)／チャットレファレンスの有効性と問題点：2020年度「情報サービス演習」からの報告 

P-4：●小山憲司(中央大学)／国内で発行される人文社会科学分野図書の巻末索引の現状と特徴 

P-5：▲伊藤真理(愛知淑徳大学)，野口武悟(専修大学)，安藤友張(実践女子大学)／地方自治体における学校司書に関する規程等の現状調査 

 
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 （11号館7階117A，117Cなど教室） 

13:05～14:05 会員集会・学会賞等授与式（11号館7階1173教室） 

14:15～16:55 シンポジウム（11号館7階1173教室） 

16:55～17:05 閉会式（11号館7階1173教室） 

※氏名前の＊は優秀発表奨励賞授与候補者（自己申告による若手研究者）です。同賞選考委員会が審査し、受賞者を選出します。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）・学部生は「機関名」（「大学名」）、院生は「大学院名」（「〇

〇大学大学院」）としました。 

 
５５．．会会員員集集会会・・学学会会賞賞等等授授与与式式  
研究大会２日目に、次の通り、会員集会及び2021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： 10月17日（日）13:05〜14:05 
・会 場： 熊本学園大学 11号館7階1173教室 

 ［会員集会］ 
次第（予定）： １．会勢報告／２．2021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 
  

６６．．第第6699回回日日本本図図書書館館情情報報学学会会研研究究大大会会シシンンポポジジウウムム  
・日 時： 10月17日（日）14:15〜16:55 
・会 場： 熊本学園大学  11号館7階1173教室 
・テーマ： 図書館情報学教育における遠隔教育の可能性と課題 

・趣旨： 

新型コロナウイルス感染症に伴い、2020年度は多くの大学がオンラインでの教育を経験した。2021年度もその程度の差こそあれ、新

型コロナウイルス感染症に対応せざるを得ない状況である。司書・司書教諭課程を含む図書館情報学教育では、実習を伴う科目も複数

存在する。教員一人ひとりが工夫をこらし、授業に臨んでいると思われるが、多くの課題に直面しているであろうことは想像に難くな

い。他方、この状況は図書館情報学教育の内容と方法を省みる好機とも言える。そこで本シンポジウムでは、図書館情報学教育におけ

る遠隔教育の可能性と課題について議論したい。 
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３３．． 申申込込みみ要要領領  
(1) 参加費 

 参加費 懇親会費 
正会員、賛助会員にご所属の方 無料 

実施なし 学生会員、非会員の学生    無料 
学生以外の非会員 3,000円 

 
(2) 参加申込み・振込 

・オンサイト・オンライン参加ともに参加ご希望者は、学会ウェブサイトの参加申込フォームから、10月10日（日）までに申し込みくだ
さい。 

・学生以外の非会員の方は、参加申込フォームでの申込に加えて、10月10日（日）までに下記の金融機関に参加費を振り込んでください
（別途、振込手数料が必要です）。お振込をもって「申込完了」とみなします。 

・研究大会当日に参加者名簿を配付する予定です。ご所属の掲載を希望されない方は、参加申込フォームの「ご所属」欄を空欄にしてくだ
さい。 

・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、参加申込フォームにご回答ください。 
 

 
肥後銀行 水前寺支店 普通 1655668  

名義：ニホントショカンジョウホウガッカイダイロクジュウキュウカイケンキュウタイカイジッコウイ 
（日本図書館情報学会 第69回研究大会実行委員会 代表者 山田美幸） 
 

 
 

(3) 『発表論文集』の頒布 
研究大会終了後、学会ウェブサイトに PDF 版を掲載する予定です。そのため、郵送による頒布は行いません。研究大会に参加されない方

で、入手をご希望の方はPDF版を参照ください。 
 

(4) 昼 食 
コロナ禍にあるため、お弁当の事前予約は受け付けません。各自でご準備くださるようお願い致します。大学内の食堂については、土曜日

は営業予定（日曜日は休業）です。近隣に飲食店が数件ありますが、日曜日は混雑する可能性が予想されます。なお、大学構内にはコンビニ
エンスストア、大学近隣には大型スーパーがあります。 

 
(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16日（土））に熊本学園大学付属図書館を自由に見学いただけます。開館時間は8時50分から22時までです。見学の際

は、入館ゲートにて研究大会参加者の旨、職員にお申し出ください。なお、10月16日（土）11時30分から職員による見学ツアーを実施い

たします。入館ゲート付近にお集まりください（予約不要、先着15名程度）。  
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・パネリスト 

三輪眞木子 （放送大学）「図書館情報学教育における遠隔教育のこれまで、課題、可能性」 

瀬戸口誠 （梅花女子大学）「司書養成教育における遠隔教育の実践：小規模大学の取り組みを事例に」 

宮原俊之 （帝京大学）「私たちは、今、どのように遠隔教育と向き合うべきか」 

・コーディネータ・司会：小山憲司 （日本図書館情報学会研究委員、中央大学） 

 

７７．．展展示示・・そそのの他他  
・日 時： 10月16日（土）〜10月17日（日）の大会開催中 
・会 場： 熊本学園大学 11号館7階117B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・販売等 

 

８８．．会会場場へへののアアククセセスス  
・九九州州新新幹幹線線・・JJRR鹿鹿児児島島本本線線  熊熊本本駅駅よよりり 

・車利用 約15分 

・熊本都市バス利用 6のりば（白川口） 約20分 

◎第一環状線（大学病院回り） バス停「大江渡鹿」下車 徒歩約５分 

◎中央環状線（大学病院回り） バス停「学園大前」下車すぐ 

・「熊学ライナー」は土日祝は運休です。 

・JJRR豊豊肥肥本本線線  水水前前寺寺駅駅よよりり 

・同駅北口より徒歩 約10分 

・同駅北口より熊本都市バス利用 約3分 

◎（大江城西線） バス停「学園大前」下車すぐ 

・・熊熊本本空空港港よよりり  

・空港バス利用 約30分 

◎バス停「味噌天神」下車 徒歩約15分 

・熊熊本本市市電電 

◎電停「味噌天神前」下車 徒歩約15分 

（詳しくは、熊本学園大学サイト内「大学への交通アクセス」［https://www.kumagaku.ac.jp/daigaku/map/access］をご覧ください。） 
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2021年9月吉日 
 

日本図書館情報学会 
会 長 岸田 和明 

第69回研究大会実行委員会 
事務局 山田 美幸 

 
第 69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.185）」にてご案内申し上げましたとおり、第69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「ご案内」の発行時点では、現地にてオンサイトで開催し、5 月の春季研究集会
と同様に、会場の様子をオンラインで配信する予定です。ただし、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、昨年
と同じくオンライン開催へと切り替える可能性があります。その際には、参加申込サイトでお知らせいただいた電子メー
ルのアドレス宛にお知らせをお送りいたします。 
 この度の第69回研究大会では、合計21件（口頭発表16件，ポスター発表5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「ポスター発表」、午後には、一般公開シンポジウム「図書館情報学教育における遠隔教育
の可能性と課題」（要 学会サイトからの事前申し込み）を開催いたします。なお、例年、大会初日の研究発表終了後に開
催しておりました懇親会は、コロナ禍にあるため開催いたしません。 
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（https://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 

１１．． 開開催催概概要要  
日時： 2021年10月16日（土）、17日（日） 

会場： 熊本学園大学 11号館 （熊本市中央区大江 2 丁目 5 番 1 号） 

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

 

２２．． 日日  程程 

 【第1日】 10月16日（土） 

13:00－      受付 （11号館7階 エレベータホール） 

13:30－13:45  開会式（11号館7階1173教室） 

13:50－13:55  発表に関する諸注意 

14:00－17:00  口頭発表（11号館7階1173教室，11号館6階1163教室） 

 

 【第2日】 10月17日（日） 

     9:20－     受付（11号館7階 エレベータホール） 

   9:50－11:30  口頭発表（11号館7階1173教室，11号館6階1163教室） 

    11:30－13:00  ポスター発表（11号館7階117E教室）、昼食（11号館7階117A，117C教室など。大学食堂は閉店しています。） 

   13:05－14:05  会員集会・学会賞等授与式（11号館7階1173教室） 

   14:15－16:55  シンポジウム（11号館7階1173教室） 

   16:55－17:05  閉会式（11号館7階1173教室） 
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第 69回日本図書館情報学会研究大会事務局 

〒862-8680 熊本市中央区大江 2 丁目 5 番 1 号 

熊本学園大学 商学部 山田美幸研究室内 

TEL: 096-364-5161 (代表)（内線 1505） 

jslis69@kumagaku.ac.jp 

 
 




