
図書館員と図書館を知りたい人たちのためのシリーズ！ 

JLA図書館実践シリーズ 
■既刊 41 冊，好評発売中■ 

 

 書名 編著者名 頁数 税別価格 

1 実践型レファレンス・サービス入門 補

訂 2 版 

斎藤文男, 藤村せつ子

著 

203p 1800 円 

2 多文化サービス入門 日本図書館協会多文

化サービス研究委員

会編 

198p 1800 円 

3 図書館のための個人情報保護ガイドブ

ック 

藤倉恵一著 149p 1600 円 

4 公共図書館サービス・運動の歴史  1 

そのルーツから戦後にかけて 

小川徹ほか著 266p 2100 円 

5 公共図書館サービス・運動の歴史  2 

戦後の出発から現代まで 

小川徹ほか著 275p 2000 円 

6 公共図書館員のための消費者健康情報

提供ガイド   

ケニヨン・カシーニ

著，野添篤毅監訳 

262p 2000 円 

7 インターネットで文献探索 2019 年版 伊藤民雄著 204p 1800 円 

8 図書館を育てた人々 イギリス篇 藤野幸雄・藤野寛之著 304p 2000 円 

9 公共図書館の自己評価入門 神奈川県図書館協会

図書館評価特別委員

会編 

152p 1600 円 

10 図書館長の仕事 「本のある広場」をつ

くった図書館長の実践記 

ちばおさむ著 172p 1900 円 

11 手づくり紙芝居講座 ときわひろみ著 194p 1900 円 

12 図書館と法 図書館の諸問題への法的

アプローチ 改訂版 

鑓水三千男著 328p 2000 円 

13 よい図書館施設をつくる 植松貞夫ほか著 125p 1800 円 

14 情報リテラシー教育の実践 すべての

図書館で利用教育を 

日本図書館協会図書

館利用教育委員会編 

180p 1800 円 

15 図書館の歩む道 ランガナタン博士の

五法則に学ぶ 

竹内悊解説 295p 2000 円 

16 図書分類からながめる本の世界 近江哲史著 201p 1800 円 

17 闘病記文庫入門 医療情報資源として

の闘病記の提供方法 

石井保志著 212p 1800 円 

18 児童図書館サービス 1 運営・サービ

ス論 

日本図書館協会児童

青少年委員会児童図

書館サービス編集委

員会編 

310p 1900 円 

19 児童図書館サービス 2 児童資料・資

料組織論 

日本図書館協会児童

青少年委員会児童図

322p 1900 円 



書館サービス編集委

員会編 

20 「図書館学の五法則」をめぐる 188 の

視点 『図書館の歩む道』読書会から   

竹内悊編 160p 1700 円 

21 新着雑誌記事速報から始めてみよう 

RSS・API を活用した図書館サービス 

牧野雄二・川嶋斉著 161p 1600 円 

22 図書館員のためのプログラミング講座 山本哲也著 160p 1600 円 

23 RDA 入門 目録規則の新たな展開 上田修一・蟹瀬智弘著 205p 1800 円 

24 図書館史の書き方・学び方 図書館の現

在と明日を考えるために 

奥泉和久著 246p 1900 円 

25 図書館多読への招待 酒井邦秀・西澤一編著 186p 1600 円 

26 障害者サービスと著作権 日本図書館協会障害

者サービス委員会，著

作権委員会編 

131p 1600 円 

27 図書館資料としてのマイクロフィルム

入門 

小島浩之編 180p 1700 円 

28 法情報の調べ方入門 法の森のみちしる

べ 改訂版 

ロー・ライブラリアン

研究会編 

202p 1800 円 

29 東松島市図書館 3.11 からの復興 東

日本大震災と向き合う 

加藤孔敬著 270p 1800 円 

30 「図書館のめざすもの」を語る 第101回全国図書館大

会第 14 分科会運営委

員編 

151p 1500 円 

31 学校図書館の教育力を活かす 学校を

変える可能性 

塩見昇著 178p 1600 円 

32 NDC の手引き 「日本十進分類法」新

訂 10 版入門 

小林康隆編著，日本図

書館協会分類委員会

監修 

208p 1600 円 

33 サインはもっと自由につくる 人と棚

とをつなげるツール 

中川卓美著 177p 1600 円 

34 〈本の世界〉の見せ方 明定流コレクシ

ョン形成論 

明定義人著 142p 1500 円 

35 はじめての電子ジャーナル管理 保坂睦著 241p 1800 円 

36 パッと見てピン！ 動作観察で利用者

支援 理学療法士による 20 の提案 

結城俊也著 183p 1700 円 

37 図書館利用に障害のある人々へのサー

ビス 上巻 利用者・資料・サービス編 

日本図書館協会障害

者サービス委員会編 

304p 1800 円 

38 図書館利用に障害のある人々へのサー

ビス 下巻 先進事例・制度・法規編 

日本図書館協会障害

者サービス委員会編 

297p 1800 円 

39 図書館とゲーム イベントから収集へ 井上奈智・高倉暁大・

日向良和著 

170p 1600 円 

40 図書館多読のすすめかた 西澤一・米澤久美子・

粟野真紀子編著 NPO

多言語多読監修 

198p 1700 円 

41 地域資料サービスの実践 蛭田廣一著 257p 1800 円 


