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図書分類からながめる本の世界　〈JLA 図書館実践シリーズ 16〉
近江哲史著

世の中にはいろいろな知識が存在することを知って，日本十進分類法の 0
類から 9 類にわたる本を読みつくそうという「読書会」を主宰する著者が，
その仔細をまとめた。図書館利用者の立場で日本十進分類法の各分類を説
明しながら，分類された本の紹介や読書についてわかりやすく綴る。資料を
分類した結果が読み手にどう受け取られるのか興味深い。
￥1,890　2010.12　B6 並製　201 頁　978-4-8204-1012-6

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　�
〈JLA 図書館実践シリーズ 17〉
石井保志著

闘病記は，タイトルからは扱われた病名がわからないことも多い。また病
気の種類は複雑で，図書館では収集しにくい資料だった。「健康情報棚プロ
ジェクト」の豊富な実践経験に基づいて，闘病記文庫のつくり方を簡便に解
説するとともに，病名から本を探せる「闘病記リスト」を掲載する。本書を参
考に「闘病記文庫」を設置して，医療情報の提供サービスを広げたい。
￥1,890　2011.6　B6 並製　212 頁　978-4-8204-1101-7

図書館経営論　〈JLA 図書館情報学テキストシリーズⅡ 2〉
永田治樹編著

図書館経営には，サービスと負担のバランスを均衡させる努力が必要とさ
れ，適切な資源配分や効率的な運営が強く求められている。本書は，“図書
館のサービスはコミュニティを円滑に維持するためにあり，とりわけ人々を社
会的に包摂する機能である” と考える立場で論述する。学習者向けのみなら
ず，現職者のリフレッシュに助けとなる図書館経営の専門書である。
￥1,260　2011.7　B5 並製　150 頁　978-4-8204-1102-4

情報検索演習　〈JLA 図書館情報学テキストシリーズⅡ 6〉
大谷康晴編　安形輝・石田栄美・大谷康晴・中島玲子共著

多彩な検索システムが存在する現在，図書館員に求められるのは，一つの
システムに熟練するのではなく，検索システム全般に対する理解と新しいシス
テムにも即応できる能力である。本書は，最新の知見を反映させつつも，具
体的な情報検索システムの操作方法の単純な説明でなく，基本的・原則的
な仕組みの解説を重視する。記述は人文社会科学系専攻者を想定している。
￥1,260　2011.1　B5 並製　142 頁　978-4-8204-1010-2

新刊案内
2010 年 9月〜 2011 年 8月
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問いをつくるスパイラル　考えることから探究学習をはじめよう！
日本図書館協会図書館利用教育委員会図書館利用教育ハンドブック学校
図書館（高等学校）版作業部会編著

探究学習において重要なのは，生徒自身が自らの興味や疑問に基づいて
「問いをつくる」ことである。そのことに焦点を当ててそのためのワークとワー
クシートを中心に構成し，高校生や大学初年次の学生向けに作られた。教
師や図書館員にとっては，生徒たちに適切なタイミングで効果的なアドバイス
を与えるために有用である。（JLA 施設 ABC 会員配付資料）
￥1,050　2011.7　B5 並製　123 頁　978-4-8204-1104-8

図書館の原則　改訂 3版　�
図書館における知的自由マニュアル（第 8版）
アメリカ図書館協会知的自由部編纂　川崎良孝，川崎佳代子，久野和子訳

アメリカ図書館協会（ALA）知的自由部が編纂したIntellectual Freedom 
Manual , Eighth edition（2010 年刊）の全訳である。知的自由に関する
ALA の基本的な方針文書，決議などの公式文書とその説明，および知的自
由を現場で適用するにあたっての具体的手立てがまとめられている。図書館
における「知的自由」は図書館サービスの土台であると訳者は呼び掛ける。

（JLA 施設 A 会員配付資料）
￥6,300　2010.12　A5 並製　20，585 頁　978-4-8204-1009-6

児童図書館サービス
　1　運営・サービス論　（JLA 図書館実践シリーズ 18）　B6 並製　約 310p　予価 2000 円
　2　児童資料・資料組織論　（JLA 図書館実践シリーズ 19）　B6 並製　約 320p　予価 2000 円

　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
「図書館員選書」の一冊として長年愛読されてきた『子どもの図書館の運営』を引き継

ぐものとして企画されました。児童図書館サービスを熟知している図書館員が中心となっ
て執筆しています。1 では児童図書館サービスの意義と重要性，歴史と現状，サービス
の実際，児童図書館員養成など幅広く詳述し，2 では児童用コレクションの構成，絵本，
児童文学，科学・歴史読物，録音・映像資料，障害者用資料など児童用資料を網羅的
に取り上げて解説しています。子どもへの図書館サービスを実践し深めてきた人々の到達
点を示す労作です。� 【9月刊行予定】

ドイツの図書館（仮題）　過去と未来への入り口
　ユルゲン・ゼーフェルト，ルートガー・ジュレ著　伊藤白訳
　A5 並製　約 170p　（価格未定）

ドイツの図書館の歴史と現在を一望できるハンディな一冊です。原書は 2003 年の出
版以来各国語に訳され成功を収めてきた好著で，本書はその第 4 版（2011 年発行）の
翻訳です。ドイツの図書館の歴史，教育制度，図書館の現状，図書館員教育，図書館
関係団体など，ドイツの図書館をコンパクトに知ることができ，さらに 100 点を超える豊
富な写真と図版が理解を助けてくれます。� 【10月刊行予定】

● 近　刊 ●
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1　図書館，図書，出版

回想・私と図書館　文部大臣賞を受賞
して
日本図書館協会編
￥3,150　1981　A5　319 頁　

公立図書館の歴史と現在
森耕一著
￥3,675　1986　A5　317 頁　8615-2

秋岡梧郎著作集
秋岡梧郎著作集刊行会編
￥8,400　1988　A5　360 頁　8814-7

回想・私と図書館 2　図書館法 40周
年記念　文部大臣賞を受賞して
日本図書館協会編
￥3,150　1992　A5　301 頁　9119-9

日本図書館協会創立100周年記念
特別講演・シンポジウム記録集
日本図書館協会編
￥1,050　1994　A5　110 頁　9415-5

図書館を生きる　若い図書館員のため
に
清水正三著
￥1,937　1995　B6　318 頁　9508-9

図書館のめざすもの
竹内悊編訳
￥997　1997　B6 変　63 頁　9709-X

2000 年京都電子図書館国際会議　
研究と実際
京都大学電子図書館国際会議編集委員会
編
￥3,675　2001　A4　228 頁　0033-9

図書館新世紀
国立国会図書館関西館編
￥1,575　2003　B5　131 頁　0313-3

図書館の現在　〈新集　知の銀河系 1〉
筑波大学大学院図書館情報メディア研究
科，日本図書館協会編
￥987　2004　新書　262 頁　0421-0

多様な図書館　〈新集　知の銀河系 2〉
筑波大学大学院図書館情報メディア研究
科，日本図書館協会編
￥987　2004　新書　277 頁　0422-9

「本」と出版　〈新集　知の銀河系 3〉
筑波大学大学院図書館情報メディア研究
科，日本図書館協会編
￥987　2004　新書　219 頁　0423-7

「情報」と現代社会　〈新集　知の銀
河系 4〉
筑波大学大学院図書館情報メディア研究
科，日本図書館協会編
￥987　2004　新書　216 頁　0424-5

図書館と「情報」の周辺　〈新集　知
の銀河系 5〉
筑波大学大学院図書館情報メディア研究
科，日本図書館協会編
￥987　2004　新書　220 頁　0425-3

ディスカバー図書館 2004　図書館
をもっと身近に暮らしの中に
日本図書館協会編
￥1,260　2004　B6　128 頁　0434-2

図書分類からながめる本の世界　
〈JLA 図書館実践シリーズ 16〉
近江哲史著
￥1,890　2010　B6　201 頁　1012-6

取扱書目
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2　図書館学，図書館史一般

図書館社会学
ペーター・カールシュテット著　加 
藤 一 英， 河 井 弘 志 共 訳　Studien zur 
Soziologie der Bibliothek 2 Aufl. の翻訳
￥2,415　1980　A5　261 頁　7903-2

ソビエト図書館学概論
オー･ エス ･ チュバリヤン著　小野沢永
秀訳
￥7,350　1988　A5　362 頁　8808-2

パブリック・ライブラリーの成立
ジェシー・Ｈ . シェラ著　川崎良孝訳 
Foundations of the pubilic library の翻訳
￥5,460　1988　A5　389 頁　8714-0

図書館学研究入門　領域と展開　〈図
書館員選書 17〉
長澤雅男，戸田愼一編
￥1,732　1990　B6　316 頁　9004-4

図書館学研究入門�意義と方法　補訂
版　〈図書館員選書 16〉
長澤雅男，戸田愼一編
￥1,680　1993　B6　279 頁　9315-9

計量書誌学辞典
ヴァージル・ディオダート著　芳鐘冬
樹， 岸 田 和 明， 小 野 寺 夏 生 訳　
Dictionary of bibliometrics の翻訳
￥2,625　2008　A5　211 頁　0802-4

図書館情報学検定試験問題集
根本彰，上田修一，小田光宏，永田治樹
共著
￥1,260　2010　A5　163 頁　1003-4

図書館の歩む道　ランガナタン博士の
五法則に学ぶ　〈JLA 図書館実践シリー
ズ 15〉
竹内悊解説
￥2,100　2010　B6　295 頁　1000-3

3　図書館の自由，図書館員の倫理綱領

図書館の自由と検閲　あなたはどう
考えるか
A･J･ アンダーソン著　藤野幸雄監訳
Problems in intellectual freedom and 
censorship の翻訳
￥3,360　1980　A5　268 頁　8004-9

「図書館の自由」に寄せる社会の期
待　〈図書館と自由 6〉
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥1,260　1984　B5　85 頁　8420-6

「広島県立図書館問題」に学ぶ「図
書館の自由」　『長野市史考』の経験を
ふまえて　〈図書館と自由 7〉
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥1,365　1985　B5　91 頁　8417-2

情報公開制度と図書館の自由　〈図
書館と自由 8〉
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥1,785　1987　A5　209 頁　8619-5

図書館は利用者の秘密を守る　〈図
書館と自由 9〉
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥1,835　1988　B5　196 頁　8715-9

図書館の自由に関する事例 33選　
〈図書館と自由 14〉
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥2,520　1997　A5　262 頁　9701-4

表現の自由から図書館を考える　図
書館の自由に関する宣言採択 40周年記
念シンポジウム記録
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥735　1997　A5　67 頁　9717-0
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表現の自由と「図書館の自由」　〈図
書館と自由 16〉
日本図書館協会図書館の自由に関する調
査委員会編
￥1,995　2000　A5　188 頁　0002-9

図書館・表現の自由・サイバース
ペース　知っておくべき知識
ロバート・Ｓ．ペック著　川崎良孝，前田 
稔 訳　Libraries, the first amendment,  
and cyberspace の翻訳
￥2,100　2002　A5　20，211 頁　0211-0

「図書館の自由に関する宣言1979
年改訂」解説　第2版
日本図書館協会図書館の自由委員会編
￥892　2004　A5　127 頁　0328-9

「図書館の自由」に関する文献目録
1950-2000
日本図書館協会図書館の自由委員会編
￥4,200　2005　B5　279 頁　0521-7

図書館の自由に関する事例集
日本図書館協会図書館の自由委員会編
￥2,625　2008　A5　279 頁　0812-3

図書館の原則　図書館における知的自
由マニュアル（第 8版）改訂 3版
アメリカ図書館協会知的自由部編纂 
川崎良孝ほか訳　Intellectual freedom 
manual eighth edition の翻訳
￥6,300　2010　A5　585 頁　1009-6

「図書館員の倫理綱領」解説　増補
版
日本図書館協会図書館員の問題調査研究
委員会編
￥735　2002　A5　87 頁　0124-6

4　図書館法，図書館政策

図書館法研究　図書館法制定 30周年
記念�・図書館法研究シンポジウム
裏田武夫ほか著
￥3,150　1980　A5　214 頁　8003-0

アメリカ図書館法
アレックス ･ レイデンソン著　藤野幸雄
監 訳　 山 本 順 一 訳　Library law and 
legislation in the United States の翻訳
￥2,625　1988　A5　204 頁　8811-2

図書館法　新装版
西崎恵著
￥1,680　1991　B6　202 頁　9108-3

図書館法規基準総覧　第2版
武田英治，山本順一責任編集
￥18,900　2002　A5　34, 1814 頁　0200-5

図書館と法　図書館の諸問題への法的
アプローチ　〈JLA 図書館実践シリーズ
12〉
鑓水三千男著
￥2,100　2009　B6　290 頁　0911-3

新図書館法と現代の図書館
塩見昇，山口源治郎編著
￥4,200　2009　A5　22，442 頁　0915-1

5　図書館経営，図書館管理

中小都市における公共図書館の運営
　復刻版
日本図書館協会編
￥1,274　1973　A5　217 頁　7301-8

図書館サービスの測定と評価
森耕一編
￥2,625　1985　A5　301 頁　8509-1

図書館とコンピュータ　第3版　
〈図書館員選書 3〉
坂本徹朗著
￥1,995　1996　B6　318 頁　9611-5

図書館をPRする　〈図書館員選書 13〉
西田清子著
￥1,575　1997　B6　175 頁　9711-1

『中小都市における公共図書館の運
営』の成立とその時代
オーラル ･ ヒストリー研究会編
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￥5,250　1998　A5　386 頁　9712-X

地域に対する公共図書館網計画
栗原嘉一郎，中村恭三著
￥1,260　1999　A4　62 頁　9914-9

望みのものを提供する　住民のため
の図書館経営
ボルチモア郡立図書館ブルーリボン委員
会著　山本昭和，井上靖代訳　Give’em 
what they want！: managing the public’s 
library の翻訳
￥2,940　1999　B5　165 頁　9923-8

図書館利用教育ガイドライン　合冊
版
日本図書館協会図書館利用教育委員会編
￥1,575　2001　B5　81 頁　0115-7

インターネット・ポリシー・ハンド
ブック　図書館で利用者に提供すると
き考えるべきこと
マーク・スミス著　根本彰監訳　戸田あ
きらほか訳　Internet policy handbook 
for libraries の翻訳
￥2,100　2003　A5　221 頁　0300-1

図書館と ICタグ
清水隆，竹内比呂也，山崎榮三郎，吉田
直樹共著
￥1,365　2005　A5　124 頁　0519-5

図書館と著作権　〈インターネット時
代の図書館情報学叢書 1〉
名和小太郎，山本順一編
￥1,785　2005　B6　238 頁　0522-5

図書館のための個人情報保護ガイド
ブック　〈JLA 図書館実践シリーズ 3〉
藤倉恵一著　日本図書館協会図書館の自
由委員会監修
￥1,680　2006　B6　149 頁　0529-2

図書館サービスと著作権　改訂第3
版　〈図書館員選書 10〉
日本図書館協会著作権委員会編
￥1,680　2007　B6　282 頁　0705-8

公共図書館の自己評価入門　〈JLA
図書館実践シリーズ 9〉
神奈川県図書館協会図書館評価特別委員
会編
￥1,680　2007　B6　142 頁　0719-5

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　〈JLA 図書
館実践シリーズ 10〉
ちばおさむ著
￥1,995　2008　 B6　172 頁　0808-6

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　〈JLA 図書館実
践シリーズ 14〉
日本図書館協会図書館利用教育委員会編
￥1,890　2010　B6　180 頁　0925-0

問いをつくるスパイラル　考えるこ
とから探究学習をはじめよう！
日本図書館協会図書館利用教育委員会図
書館利用教育ハンドブック学校図書館

（高等学校）版作業部会編著
￥1,050　2011　B5　123 頁　1104-8

6　図書館建築

図書館建築関係文献目録
宮崎萬寿，久保美和子編
￥1,050　1981　A5　124 頁　8111-8

増築と改築　〈シリーズ図書館の建築 3〉
日本図書館協会施設委員会編
￥2,100　1986　B5　71 頁　8521-0

図書館建築を考える　既存施設の転
用事例を中心に　〈図書館建築研修会第
28 回〉
日本図書館協会編
￥1,575　2006　A4　48 頁　0622-1

日本図書館協会建築賞作品集　
1985− 2006　図書館空間の創造
日本図書館協会施設委員会図書館建築図
集編集委員会編
￥31,500　2007　 A4　210 頁　0723-2
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よい図書館施設をつくる　〈JLA 図
書館実践シリーズ 13〉
植松貞夫ほか著
￥1,890　2010　B6　125 頁　0914-4

7　図書館職員，図書館員養成

日本図書館協会個人会員実態調査
報告
日本図書館協会図書館員の問題調査研究
委員会 FLINT 図書館職調査研究グルー
プ編
￥2,039　1989　B5　92 頁　8909-7

公立学校図書館職員の現在　その配
置状況と雇用実態　〈シリーズ図書館員
の問題 1〉
八木清江，高橋清一著
￥1,528　1993　A5　138 頁　9311-6

図書館で働く非正規職員　大阪府下
公立図書館調査報告　〈シリーズ図書館
員の問題 2〉
日本図書館協会図書館員の問題調査研究
委員会非正規職員実態調査ワーキンググ
ループ編
￥1,325　1993　A5　164 頁　9314-0

JLA 大学図書館部会研究集会「21
世紀に向けて図書館員を考える」記
録
日本図書館協会大学図書館部会編
￥1,631　1994　A5　87 頁　9417-1

図書館職員採用試験問題集・解説�
「旧・国家公務員Ⅱ種図書館学」に学ぶ
日本図書館協会編
￥1,575　2006　B5　166 頁　0600-0

日本の図書館情報学教育 2005　平
成 16年調査
日本図書館協会図書館学教育部会編
￥6,300　2008　 B5　345 頁　0800-0

8　資料組織

日本目録規則　新版予備版
日本図書館協会目録委員会編
￥2,039　1977　A5　104，63 頁　8907-0

NDC入門　〈図書館員選書 2〉
もりきよし編
￥1,376　1982　B6　178 頁　8207-6

洋書目録法入門　マニュアル編�
〈図書館員選書 7〉
丸山昭二郎編
￥1,890　1988　B6　310 頁　8802-3

日本著者記号表　改訂版
もりきよし著
￥2,100　1989　A5　20 頁　7402-2

J-BISC利用マニュアル　第1版
日本図書館協会編
￥10,500　1988　B5　152 頁　8801-5

書誌ユーティリティ　新たな情報セ
ンターの誕生　〈図書館員選書 18〉
上田修一著
￥1,630　1991　B6　223 頁　9109-1

和書目録法入門　〈図書館員選書 8〉
柴田正美編
￥1,995　1995　B6　267 頁　9427-9

日本十進分類法　新訂9版
もりきよし原編　日本図書館協会分類委
員会改訂
￥6,117　1995　A5　2 冊　9510-9（セット）

J-BISC教材版活用マニュアル　
No.1
日本図書館協会編
￥1,050　1997　A4　53 頁　9719-7

基本件名標目表　第4版
日本図書館協会件名標目委員会編
￥7,035　1999　B5　2 冊　9912-1
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日本目録規則　1987年版改訂 2版追
加および修正　第 2章図書（和古書・漢
籍用増補版）第 3章書写資料（増補改
訂版）第13章継続資料（旧第13章逐
次刊行物改訂版）
日本図書館協会目録委員会編
￥1,260　2005　B5　103 頁　0514-4

件名標目の現状と将来　ネットワー
ク環境における主題アクセス　〈第 5 回
書誌調整連絡会議記録集〉
国立国会図書館書誌部編
￥1,365　2005　A4　77 頁　0511-X

継続資料と和古書・漢籍の組織化�
日本目録規則（NCR）1987年版改訂 2
版　第 13章および第 2・3章の改訂
日本図書館協会目録委員会編
￥1,575　2005　A4　112 頁　0510-1

日本目録規則　1987年版改訂 3版
日本図書館協会目録委員会編
￥3,675　2006　B5　22，445 頁　0602-0

PREMIS 保存メタデータのための
データ辞書　第2.0 版
PREMIS 編集委員会編　栗山正光訳　
PREMIS data dictionary of preservation 
metadata version2.0 の翻訳
￥2,625　2010　A5　219 頁　0923-6

9　図書館資料

アメリカにおける図書選択論の学説
史的研究
河井弘志著
￥4,200　1987　A5　483 頁　8707-8

電子時代の学術雑誌
ジル ･ ランバート著　日本図書館協会 
情 報 管 理 委 員 会 訳　Scientific and  
technical journals の翻訳
￥2,940　1989　A5　201 頁　8810-4

蔵書構成と図書選択　新版　〈図書館
員選書 4〉
河井弘志編

電子資料の組織化　日本目録規則
（NCR）1987改訂版�第 9章改訂とメタ
データ　
日本図書館協会目録委員会編
￥1,200　2000　A4　95 頁　0003-7

電子情報時代の全国書誌サービス�
〈第１回書誌調整連絡会議記録集〉
国立国会図書館編
￥945　2001　A5　76 頁　0116-5

書誌コントロールの課題　〈第 2 回書
誌調整連絡会議記録集〉
国立国会図書館編
￥945　2002　A5　78 頁　0212-9

JAPAN／MARCマニュアル　単行・
逐次刊行資料編
国立国会図書館編
￥2,100　2002　B5　183 頁　0225-0

ネットワーク系電子出版物の書誌調
整に向けて�メタデータの現況と課題　

〈第 3 回書誌調整連絡会議記録集〉
国立国会図書館編
￥1,260　2003　A5　128 頁　0308-7

パソコン演習資料組織　Windows 対
応版　増補
堀込静香ほか著　付属資料：CD-ROM

（1 枚）
￥2,625　2003　A5　81 頁　0215-3

JAPAN／MARCマニュアル　典拠編
国立国会図書館編
￥2,100　2003　B5　187 頁　0319-2

名称典拠のコントロール�〈第 4 回書
誌調整連絡会議記録集〉
国立国会図書館書誌部編
￥1,365　2004　A5　161 頁　0407-5

書誌レコードの機能要件　IFLA書誌
レコード機能要件研究グループ最終報告
和中幹雄，古川肇，永田治樹訳
Functional requirements for bibliographic 
records : final report の翻訳
￥1,890　2004　A4　121 頁　0330-3
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￥2,047　1992　B6　283 頁　9120-2

ALA蔵書の管理と構成のためのガ
イドブック
アメリカ図書館協会図書館蔵書・整理業
務部会編　小川徹，河井弘志編監訳
Collection management and development 
guides no.1-5 の翻訳
￥1,835　1995　A5　160 頁　9421-X

地域資料入門　〈図書館員選書 14〉
三多摩郷土資料研究会編
￥1,995　1999　B6　287 頁　9901-7

逐次刊行物　改訂第2版　〈図書館員
選書 5〉
光斎重治編著
￥2,100　2000　B6　290 頁　0018-5

図書選択論の視界
河井弘志著
￥6,300　2009　 A5　371 頁　0823-9

10　資料保存

蔵書の危機とその対応　〈資料保存シ
ンポジウム 1〉
国立国会図書館編
￥1,835　1990　A5　88 頁　9010-9

紙の劣化と資料保存　〈シリーズ本を
残す 4〉
鈴木英治著
￥2,310　1993　A5　126 頁　9307-8

保存のための協力　日本で，世界で
〈資料保存シンポジウム 3〉
国立国会図書館編
￥1,529　1993　A5　127 頁　9304-3

資料保存とメディアの変換　マイク
ロフォームを中心に　〈資料保存シンポ
ジウム 4〉
国立国会図書館編
￥1,529　1994　A5　162 頁　9413-9

図書館資料の共同保存をめぐって�
現状と展望　〈資料保存シンポジウム 5〉
国立国会図書館編
￥1,529　1995　A5　131 頁　9513-5

コンサベーションの現在　資料保存
修復技術をいかに活用するか　〈資料保
存シンポジウム 6〉
国立国会図書館編
￥1,529　1996　A5　115 頁　9612-3

保存環境を整える　厳しい気候，各
種災害から資料をいかに守るか　資料保
存アジア・オセアニア地域国際シンポジ
ウム　〈資料保存シンポジウム 7〉
国立国会図書館編
￥2,100　1997　A5　187 頁　9718-9

災害と資料保存
日本図書館協会資料保存委員会編
￥1,785　1997　A5　159 頁　9708-1

目で見る「利用のための資料保存」�
〈シリーズ本を残す 6〉
日本図書館協会資料保存委員会編
￥892　1998　A5　57 頁　9802-9

図書館・文書館における災害対策
〈シリーズ本を残す 7〉
サリー･ ブキャナン著　安江明夫監修　
小林昌樹ほか訳　Disaster planning： 
preparedness and recovery of Libraries 
and Archives の翻訳
￥1,260　1998　A5　113 頁　9824-X

紙！未来に遺す　〈資料保存シンポジ
ウム 8〉
国立国会図書館編
￥1,470　1998　A5　84 頁　9820-7

電子情報の保存　今われわれが考える
べきこと　〈資料保存シンポジウム 9〉
国立国会図書館編
￥1,260　1999　A5　91 頁　9917-3

アジアをつなぐネットワーク　保存
協力のこれから　〈資料保存シンポジウ
ム 10〉
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国立国会図書館編
￥1,365　2000　A5　104 頁　0023-1

図書館・文書館における環境管理�
〈シリーズ本を残す 8〉
稲葉政満著
￥1,155　2001　A5　71 頁　0102-5

IFLA 図書館資料の予防的保存対策
の原則　〈シリーズ本を残す 9〉
エドワード・P. アドコック編　木部徹監
修　国立国会図書館訳　IFLA principles 
for the care and handling of library 
material の翻訳
￥1,995　2003　A5　155 頁　0310-9

防ぐ技術・治す技術　紙資料保存マ
ニュアル

「防ぐ技術・治す技術―紙資料保存マ
ニュアル―」編集ワーキング・グループ
編著
￥2,310　2005　A4　123 頁　0441-5

スマトラ沖地震・津波による文書遺
産の被災と復興支援　平成17年度国
立国会図書館公開セミナー記録集　�

〈図書館研究シリーズ No.39〉
国立国会図書館関西館事業部図書館協力
課編
￥2,310　2006　A4　136 頁　0616-7

資料保存の調査と計画
安江明夫監修　日本図書館協会資料保存
委員会編集企画
￥1,890　2009　 A5　141 頁　0825-3

資料保存のための代替
安江明夫監修　日本図書館協会資料保存
委員会編集企画
￥1,890　2010　A5　130 頁　0922-9

11　図書館活動

レファレンス・サービスの発達
サミュエル ･ ローススティーン著　長澤
雅 男 監 訳　 常 盤 繁 ほ か 共 訳　The 
development of reference services 

through academic traditions, public 
library practice and special librarianship
の翻訳
￥2,415　1979　A5　256 頁　7901-6

貸出し　〈図書館員選書 1〉
前川恒雄著
￥1,376　1982　B6　174 頁　8201-7

情報アクセスのすべて　増補改訂版
丸山昭二郎ほか編
￥2,344　1992　A5　257 頁　9202-0

図書館の集会・文化活動　〈図書館員
選書 9〉
ちばおさむほか著
￥1,470　1993　B6　179 頁　9312-4

海外 ILL ハンドブック
石黒敦子ほか編著
￥3,160　1994　A4　209 頁　9418-X

図書館員のための英会話ハンドブッ
ク　国内編
古林洽子ほか著
￥1,753　1996　B6 変　15，241 頁　9607-7

貸出と案内の技法
植田喜久次著
￥2,940　1999　A5　342 頁　9918-1

実践型レファレンス・サービス入門�
〈JLA 図書館実践シリーズ 1〉
斎藤文男，藤村せつ子著
￥1,890　2004　B6　162 頁　0413-X

情報源としてのレファレンスブック
ス　新版
長澤雅男，石黒祐子著
￥1,470　2004　A5　244 頁　0404-0

デジタル環境下における ILL，ド
キュメント・デリバリーとその運用
基盤　〈図書館研究シリーズ No.38〉
国立国会図書館関西館事業部図書館協力
課編
￥2,100　2005　A4　213 頁　0524-1
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レファレンス協同データベース事業
データ作成・公開に関するガイドラ
イン　付レファレンス事例集
国立国会図書館関西館事業部編
￥1,680　2006　A4　1 冊　0604-3

レファレンス協同データベース事業
調べ方マニュアルデータ集　データ
と解説
国立国会図書館関西館編
￥1,890　2007　A4　151，32 頁　0711-9
 

公共図書館員のための消費者健康情
報提供ガイド　〈JLA 図書館実践シ
リーズ 6〉
アンドレア・ケニヨン，バーバラ・カ
シーニ著　公共図書館による医学情報
サービス研究グループ訳　野添篤毅監訳 
The public librarian’s guide to providing 
consumer health information の翻訳
￥2,100　2007　B6　262 頁　0701-0

問題解決のためのレファレンスサー
ビス　新版
長澤雅男，石黒祐子共著
￥1,890　2007　A5　294 頁　0702-7

手づくり紙芝居講座　〈JLA 図書館実
践シリーズ 11〉
ときわひろみ著
￥1,995　2009　 B6　194 頁　0824-6

インターネットで文献探索　2010
年版　〈JLA 図書館実践シリーズ 7〉
伊藤民雄著
￥1,890　2010　B6　196 頁　1004-1

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　〈JLA 図書館実践
シリーズ 17〉
石井保志著
￥1,890　2011　B6　212 頁　1101-7

12　障害者サービス，多文化サービス

すべての人に図書館サービスを　障
害者サービス入門
日本図書館協会障害者サービス委員会編
￥1,019　1994　A5　108 頁　9323-X

多文化社会図書館サービスのための
世界の新聞ガイド　アジア・アフリ
カ・中南米・環太平洋を知るには
むすびめの会編
￥2,753　1995　B5　233 頁　9517-8

聴覚障害者も使える図書館に　図書
館員のためのマニュアル　改訂版
日本図書館協会障害者サービス委員会編
￥840　1998　B5　76 頁　9822-4

図書館が変わる　1998年公共図書館
の利用に障害のある人々へのサービス調
査報告書
日本図書館協会障害者サービス委員会編
￥2,100　2001　B5　173 頁　0106-8

障害者サービス　補訂版　〈図書館員
選書 12〉
日本図書館協会障害者サービス委員会編
￥2,100　2003　B6　316 頁　0303-6

聴覚障害者に対する図書館サービス
のための IFLA 指針　第2版
ジョン・マイケル・デイ編  日本図書館
協会障害者サービス委員会聴覚障害者に
対する図書館サービスを考えるグループ
訳 Guidelines for library services to 
deaf people (2nd ed.) の翻訳
￥1,050　2003　A5　66 頁　0229-3

多文化サービス入門　〈JLA 図書館実
践シリーズ 2〉
日本図書館協会多文化サービス研究委員
会編
￥1,890　2004　B6　198 頁　0430-X
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13　児童サービス

ストーリーテラーへの道　よいおは
なしの語り手となるために
ルース・ソーヤー著  池田綾子ほか訳 
The way of the storyteller の翻訳
￥2,625　1973　B6　287 頁　7302-2

戦後児童文学研究書案内
小河内芳子編
￥1,260　1981　新書　238 頁　8006-5

アメリカを生きた子どもたち　図書
館の果した役割
ハリエット ･ Ｇ ･ ロング著　古賀節子監
訳　Public library service to child-
ren : foundation and development の翻訳
￥1,995　1983　A5　187 頁　8313-7

子どもの豊かさを求めて２　全国子
ども文庫連絡会等調査報告書
全国子ども文庫調査実行委員会編
￥637　1989　B5　40 頁　8901-1

図書館でそろえたいこどもの本　え
ほん
日本図書館協会児童青少年委員会児童基
本蔵書目録小委員会編
￥1,260　1990　B5　85 頁　9008-7

みたい　しりたい　ためしたい　絵
でわかる知識の本
児童図書館研究会近畿支部編
￥1,050　1990　B5　94 頁　9009-5

ストーリーテリングと図書館　スペ
ンサー・Ｇ .ショウの実践から
竹内悊編訳
￥1,470　1995　B6　127 頁　9425-2

子どもの豊かさを求めて３　全国子
ども文庫調査報告書
全国子ども文庫調査実行委員会編
￥2,039　1995　B5　118 頁　9516-X

ストーリーテリングの実践　スペン
サー・Ｇ .ショウ連続講演
伊藤峻，竹内悊編

￥1,575　1996　B6　166 頁　9522-4

児童図書館論　フランスの現場から
ジュヌヴィエーヴ ･ パット著　赤星隆子
編 訳　Lassez-les lire！: Les enfants et 
les bibliothèques(1987) の翻訳
￥3,150　1998　A5　266 頁　9800-2

ストーリーテリングの世界　スペン
サー・Ｇ .ショウの考え方
竹内悊編訳
￥1,890　1999　A5　199 頁　9903-3

ひらいてごらん　ひみつの扉　い
ま，これからのこども図書館
日本図書館協会児童青少年委員会編
￥1,050　2000　B5　39 頁　0025-8

「子どもの読書活動の推進に関する
法律」を考える　シンポジウム記録
日本図書館協会編
￥1,260　2002　A4　77 頁　0219-6

年報こどもの図書館 2002～2006�
2007年版
児童図書館研究会編
￥7,350　2008　 B5　454 頁　0726-3

14　ヤングアダルト ･サービス

ヤングアダルトに対する図書館サー
ビス方針
ヤングアダルト図書館サービス協会著 
ヤングアダルトサービス研究会編訳
半 田 雄 二 監 訳・ 解 説　Directions for 
library service to young adults 2nd 
ed. の翻訳
￥787　1999　A5　67 頁　9904-1

ヤングアダルト・サービスの秘訣�
公共図書館ジェネラリストへのヒント
ルネ・Ｊ・ヴィランコート，アメリカ図
書館協会公共図書館部会・ヤングアダル
ト図書館サービス部会著　井上靖代訳 
Bare bones young adult services の翻訳
￥2,100　2004　A5　191 頁　0419-9
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15　各種図書館

21世紀の国立図書館　国際シンポジ
ウム記録集
国立国会図書館訳編
￥2,415　1997　A4　214 頁　9715-4

大学図書館の管理と運営
岩猿敏生ほか著
￥3,262　1992　A5　247 頁　9201-2

図書館利用教育ハンドブック　大学
図書館版
日本図書館協会図書館利用教育委員会編
￥2,310　2003　B5　209 頁　0230-7

市民の図書館　増補版
日本図書館協会編
￥871　1976　新書　168 頁　7600-9

まちの図書館　北海道のある自治体の
実践
図書館問題研究会編著
￥2,940　1981　B6　424 頁　8103-7

公共図書館のガイドライン　〈シ
リーズ IFLA 東京大会記念資料 別巻〉
国際図書館連盟公共図書館分科会編　森
耕 一 訳　Guidelines for public libraries
の翻訳
￥924　1987　A5　86 頁　8618-7

山あいの図書館と地域のくらし　置
戸図書館と共に歩んで
澤田正春著
￥1,528　1992　A5　251 頁　9205-5

理想の公共図書館サービスのために�
IFLA/UNESCOガイドライン
国際図書館連盟公共図書館分科会ワーキ
ング・グループ編　山本順一訳　The 
public library services : IFLA/UNESCO 
guidelines for development の翻訳
￥1,890　2003　A5　156 頁　0322-2

浦安図書館を支える人びと　図書館
のアイデンティティを求めて
鈴木康之，坪井賢一著

￥2,835　2004　A5　301 頁　0431-8

公立図書館の経営　補訂版　〈図書館
員選書 21〉
大澤正雄著
￥1,890　2005　B6　274 頁　0502-3

公立図書館の任務と目標　解説　改
訂版増補
日本図書館協会図書館政策特別委員会編
￥892　2009　 A5　107 頁　0900-7

学校における情報活用教育
ジェームス・Ｅ．へリング著　須永和之
訳　Teaching information skills in 
schools の翻訳
￥2,310　2002　A5　194 頁　0214-5

学校図書館の運営　〈図書館員選書
23〉
柿沼隆志著
￥2,100　2004　B6　330 頁　0324-9

専門図書館のマネジメント　〈図書
館員選書 22〉
豊田恭子ほか著
￥2,100　2000　B6　215 頁　0022-3

IFLA 病院患者図書館ガイドライン�
2000
国際図書館連盟ディスアドバンティジ
ド・パーソンズ図書館分科会作業部会編
日本図書館協会障害者サービス委員会訳
Guidelines for libraries serving hospital 
patients and the elderly and disabled in 
long-term care facilities (2nd ed., rev. and 
enl.) の翻訳
￥1,050　2001　A5　82 頁　0118-1

16　日本の図書館史

中田邦造　〈個人別図書館論選集〉
梶井重雄編
￥2,100　1980　B6　269 頁　8008-1

衛藤利夫　〈個人別図書館論選集〉
田中隆子，丸山泰通編
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￥1,890　1980　B6　287 頁　8007-3

佐野友三郎　〈個人別図書館論選集〉
石井敦編
￥2,100　1981　B6　330 頁　8102-9

図書館運動五十年　私立図書館に
拠って
浪江虔著
￥3,360　1981　A5　430 頁　8101-0

図書館を育てた人々　日本編�1
石井敦編
￥787　1983　新書　176 頁　8300-5

日本公共図書館の形成
永末十四雄著
￥4,200　1984　A5　352 頁　8404-4

和田万吉博士の今沢慈海氏宛書翰
集（抄）　〈日本図書館協会百年史・資
料 第 1 輯〉
弥吉光長，栗原均編
￥1,200（頒価）　1985　A5　80 頁　8518-0

和田万吉博士宛書翰集（抄）　〈日本
図書館協会百年史・資料 第 3 輯〉
￥1,000（頒価）　1987　A5　42 頁　8700-0

日本図書館協会五十年史　〈日本図書
館協会百年史・資料 第 4 輯〉
樋口龍太郎著
￥2,047　1989　A5　156 頁　8819-8

図書館，そしてPTA母親文庫
叶沢清介著
￥3,262　1990　B6　304 頁　9011-7

近代日本図書館の歩み　年表
日本図書館協会編
￥305　1994　B5　64 頁　9506-2

現代の公共図書館・半世紀の歩み
是枝英子ほか編著
￥1,631　1995　B6　261 頁　9506-2

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　〈JLA 図
書館実践シリーズ 4〉
小川徹，奥泉和久，小黒浩司著
￥2,205　2006　B6　266 頁　0619-1

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　〈JLA 図書館
実践シリーズ 5〉
小川徹，奥泉和久，小黒浩司著
￥2,100　2006　B6　276 頁　0620-5

近代日本公共図書館年表　1867～
2005
奥泉和久編著
￥8,400　2009　B5　467 頁　0913-7

17　海外の図書館

図書館を育てた人々　外国編�1�アメ
リカ
藤野幸雄編著
￥1,029　1984　新書　232 頁　8418-4

オーストラリアの図書館
ピーター･ ビスカップ，ドーリーン・
Ｍ・ グ ッ ド マ ン 著　 中 野 捷 三 訳　
Australian libraries 3rd ed. の翻訳
￥3,570　1988　A5　341 頁　8804-X

アメリカ公立図書館成立思想史
川崎良孝著
￥5,607　1991　A5　335 頁　9102-4

イギリス青少年サービスの展開　
1830− 1970
アレック ･ エリス著　古賀節子監訳　
Library services for young people in 
England and Wales 1830-1970 の翻訳
￥5,096　1991　A5　322 頁　9113-X

ドイツの公共図書館運動　興隆・挫
折・再起の歴史
ヴォルフガング ･ タウワー，ペーター・
フ ォ ド ゼ ク 共 著　 河 井 弘 志 訳　
Geschichte der offentlichen Bucherei in 
Deutschland 2 Aufl. の翻訳
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￥5,096　1992　A5　240 頁　9118-0

ボストン市立図書館�100年史　栄
光，挫折，再生
ウォルター･ ホワイトヒル著　川崎良孝
訳　Boston public library : a centennial 
history の翻訳
￥8,400　1999　A5　409 頁　9823-1

カナダの図書館　住民の運営による，
住民のための図書館
西川馨編
￥2,100　2000　B5　169 頁　0000-2

新しい図書館　市民のネットワーク
英国図書館情報委員会情報技術ワーキン
グ・グループ著　永田治樹ほか訳　New 
library : the people’s network の翻訳
￥2,100　2001　A4　131 頁　0113-0

図書館の歴史　アメリカ編　増訂第
2版　〈図書館員選書 31〉
川崎良孝著
￥1,995　2003　B6　291 頁　0311-1

メディアとしての図書館　20世紀前
半期におけるアメリカ公共図書館論の展
開
吉田右子著
￥5,250　2004　A5　400 頁　0428-8

将来に向けての基本的考え方　今後
10年の図書館・学習・情報
英国文化・メディア・スポーツ省編　永
田 治 樹 ほ か 訳　Framework for the 
future : libraries, learning and information 
in the next decade の翻訳
￥1,260　2005　A4　63 頁　0505-5

図書館を育てた人々　イギリス篇�
〈JLA 図書館実践シリーズ 8〉
藤野幸雄，藤野寛之著
￥2,100　2007　 B6　285 頁　0717-1

米国の図書館事情 2007　2006年
度国立国会図書館調査研究報告書
国立国会図書館編
￥3,255　2008　A4　365 頁　0817-8

ドイツの図書館　過去・現在・未来
ブッセ・エルネストゥス原著　プラスマ
ン・ゼーフェルト全改訂　都築正巳監訳 
竹之内禎ほか編訳 Das Bibliothekswesen 
der Bundesrepublik Deutschland の翻訳
￥6,300　2008　A5　416 頁　0809-3

ドイツにおける学術情報流通　分散
とネットワーク
酒井由紀子，クリステル・マーンケ編
￥2,730　2008　 A5　259 頁　0813-0

シンガポールの図書館政策　情報先
進国をめざして
ラス・ラマチャンドランほか共著
￥2,100　2009　 A5　155 頁　0820-8

18　参考図書

図書館雑誌総索引　1946-1983
細谷重義編
￥21,000　1987　B5　652 頁　8700-6

日本の参考図書　第4版
日本図書館協会日本の参考図書編集委員
会編
￥26,250　2003　A4　1081 頁　0213-7

図書館用語集　3訂版
日本図書館協会用語委員会編
￥2,625　2003　B6 変　71，366 頁　0320-3

図書館ハンドブック　第6版補訂版
日本図書館協会図書館ハンドブック編集
委員会編
￥5,775　2010　A5　674 頁　0918-2

日本の図書館　統計と名簿　2010
日本図書館協会図書館調査事業委員会編
￥14,700　2011　B5　519 頁　1015-7

日本の図書館　統計と名簿　2010�
電子媒体版　
日本図書館協会図書館調査事業委員会編
2011　CD-ROM

「公共統計編」「大学統計編」「名簿編」に分け
て各々頒布（頒価はホームページ参照）
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図書館年鑑　2011
日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編
￥19,950　2011　B5　738 頁　1100-0

選定図書総目録　2011年版　
日本図書館協会編
￥18,900　2011　CD-ROM1 枚　1110-9

西洋美術全集絵画索引
東京都立中央図書館監修　付属資料：
CD-ROM（1 枚）
￥57,750　1999　A4　1527 頁　9906-8

19　JLAテキストシリーズ

＊ 「シリーズⅢ」については p.25 をご参照
ください

図書館概論　新訂版　〈JLA 図書館情
報学テキストシリーズⅡ 1〉
塩見昇編著
￥1,890　2008　 B5　276 頁　0815-4

図書館経営論　〈JLA 図書館情報学テ
キストシリーズⅡ 2〉
永田治樹編著
￥1,260　2011　B5　150 頁　1102-4

図書館サービス論　〈JLA 図書館情報
学テキストシリーズⅡ 3〉
小田光宏編著
￥1,890　2010　 B5　246 頁　0917-5

情報サービス概説　〈JLA 図書館情報
学テキストシリーズ 4〉
小田光宏編著
￥1,890　1997　 B5　244 頁　9716-5

レファレンスサービス演習　〈JLA
図書館情報学テキストシリーズ 5〉
大串夏身編著
￥1,260　1997　 B5　138 頁　9722-6

情報検索演習　〈JLA 図書館情報学テ
キストシリーズⅡ 6〉
大谷康晴編　安形輝ほか共著
￥1,260　2011　B5　142 頁　1010-2

図書館資料論　〈JLA 図書館情報学テ
キストシリーズⅡ 7〉
馬場俊明編著
￥1,890　2008　 B5　262 頁　0816-1

専門資料論　新訂版　〈JLA 図書館情
報学テキストシリーズⅡ 8〉
三浦逸雄 , 野末俊比古共編著
￥1,260　2010　 B5　140 頁　0924-3

資料組織概説　〈JLA 図書館情報学テ
キストシリーズⅡ 9〉
柴田正美著
￥1,890　2008　 B5　270 頁　0720-1

資料組織演習　〈JLA 図書館情報学テ
キストシリーズⅡ 10〉
吉田憲一編　野口恒雄ほか共著
￥1,890　2007　 B5　270 頁　0624-2

児童サービス論　〈JLA 図書館情報学
テキストシリーズⅡ 11〉
堀川照代編著
￥1,260　2009　 B5　158 頁　0821-5

図書及び図書館史　〈JLA 図書館情報
学テキストシリーズⅡ 12〉
小黒浩司編著
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朝比奈大作編著
￥1,260　1998　 B5　152 頁　9728-8

20　国立国会図書館発行（JLA発売）
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1987-1991
国立国会図書館収集部編
￥15,291　1992　B5　1327， 31 頁　4-87582-335-5

児童図書目録　国立国会図書館所蔵�
1992-1996
国立国会図書館収集部編
￥21,000　1997　B5　1660，33 頁　4-87582-495-5
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JAPAN／MARCマニュアル�図書編
　第2版
国立国会図書館編
￥2,625　1998　B5　186 頁　4-87582-527-7

国立国会図書館 50年のあゆみ　国
立国会図書館開館 50周年記念
国立国会図書館 50 年史編纂委員会編
￥5,040　1998　A4　93 頁　4-87582-529-3

出版文化と図書館　国立国会図書館
開館 50周年記念シンポジウム記録集
国立国会図書館編
￥1,155　1999　A5　98 頁　4-87582-548-X

国立国会図書館五十年史　本編
国立国会図書館五十年史編纂委員会編　
￥8,400　1999　A4　793 頁　4-87582-546-3

政府情報の流通と管理　国立国会図
書館支部図書館制度 50周年記念　シン
ポジウム記録集
国立国会図書館編

￥1,365　1999　A5　107 頁　4-87582-550-1

デジタル時代における図書館の変革�
課題と展望　公開シンポジウム記録
国立国会図書館総務部企画課編
￥1,470　2006　A4　117 頁　4-87582-640-0

日本児童文学の流れ　平成17年度国
際子ども図書館児童文学連続講座講義録
国立国会図書館国際子ども図書館編
￥1,470　2006　A4　161 頁　4-87582-641-9

絵本の愉しみ⑵　アメリカ絵本の展開�
平成 19年度国際子ども図書館児童文学
連続講座講義録
国立国会図書館国際子ども図書館編
￥1,890　2008　A4　172 頁　978-4-87582-672-9

日本の昔話　平成20年度国際子ども
図書館児童文学連続講座講義録
国立国会図書館国際子ども図書館編
￥1,785　2009　A4　132 頁　978-4-87582-689-7

1 行＝34 字 
2011 埋め草.doc 

 最終印刷日時：2011/09/20 午前 11 時 4 分 1 

2011年度『図書館雑誌』購読トライアルキャンペーン 
Why not? Come and join us 

トライアルに参加されると 
◆日本図書館協会の機関誌『図書館雑誌』が，3か月間協会から直送されます。
◆2012年度に入会を予定している図書館は無料で参加できます。 

 
 募集対象 未入会の図書館，資料室および企業図書室等 
 募集期間 2011年9月～11月30日 
 トライアル参加料 2,000円 

（ただし，「2012年度入会を予定している」図書館は無料） 
 お問い合わせ 

詳しくは，大会資料袋に入っている案内（リーフレット），協会ホーム
ページなどをご覧ください。 

◎日本図書館協会企画調査部 〒104-0033 東京都中央区新川1‐11‐14 
Fax 03-3523-0841 Tel 03-3523-0815 E-mail kikaku@jla.or.jp 

この機会に，ぜひ《お試し》ください。 
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書館実践シリーズ 4〉　16
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書館実践シリーズ 5〉　16
公共図書館のガイドライン　〈シリーズ IFLA

東京大会記念資料 別巻〉　15
公共図書館の自己評価入門　〈JLA 図書館実

践シリーズ 9〉　08
公立学校図書館職員の現在　〈シリーズ図書
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書名索引
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シリーズⅡ 6〉　05，18
情報源としてのレファレンスブックス　新版 

12
情報公開制度と図書館の自由　〈図書館と自由 

8〉　06
情報サービス概説　〈JLA 図書館情報学テキ

ストシリーズ 4〉　18
「情報」と現代社会　〈新集　知の銀河系 4〉　

05
情報リテラシー教育の実践　〈JLA 図書館実

践シリーズ 14〉　08
将来に向けての基本的考え方　17
書誌コントロールの課題　〈第 2 回書誌調整

連絡会議記録集〉　10
書誌と索引　補訂版　〈図書館員選書 19〉　品切
書誌ユーティリティ　〈図書館員選書 18〉　

09
書誌レコードの機能要件　10
資料組織演習　〈JLA 図書館情報学テキスト

シリーズⅡ 10〉　18
資料組織概説　〈JLA 図書館情報学テキスト

シリーズⅡ 9〉　18
資料保存とメディアの変換　〈資料保存シン

ポジウム 4〉　11
資料保存のための代替　12
資料保存の調査と計画　12
事例で読むビジネス情報の探し方ガイド　品切
シンガポールの図書館政策　17
新図書館法と現代の図書館　07
新聞の保存と利用　〈資料保存シンポジウム 2〉 
品切

ストーリーテラーへの道　14
ストーリーテリングと図書館　14
ストーリーテリングの実践　14
ストーリーテリングの世界　14
すべての人に図書館サービスを　13
スマトラ沖地震・津波による文書遺産の被災

と復興支援　12
政府情報の流通と管理　19
西洋印刷文化史　品切
西洋美術全集絵画索引　18
戦後児童文学研究書案内　14
選定図書総目録　2011 年版　18
専門資料論　新訂版〈JLA 図書館情報学テキ

ストシリーズⅡ 8〉　18
専門図書館のマネジメント　〈図書館員選書 22〉 



22

15
蔵書構成と図書選択　新版　〈図書館員選書 

4〉　10
蔵書の危機とその対応　〈資料保存シンポジ

ウム 1〉　11
増築と改築　〈シリーズ図書館の建築 3〉　08
ソビエト図書館学概論　06

タ

大学図書館がゼロからわかる本　品切
大学図書館の管理と運営　15
大学図書館の利用者教育　〈図書館員選書 27〉 
品切

多文化サービス入門　〈JLA 図書館実践シ
リーズ 2〉　13

多文化社会図書館サービスのための世界の新
聞ガイド　13

多様な図書館　〈新集　知の銀河系 2〉　05
だれのための図書館　品切
地域資料入門　〈図書館員選書 14〉　11
地域に対する公共図書館網計画　08
逐次刊行物　改訂第 2 版　〈図書館員選書 5〉 

11
「ちびくろサンボ」問題を考える　品切
中小都市における公共図書館の運営　復刻版 

07
『中小都市における公共図書館の運営』の成

立とその時代　07
聴覚障害者に対する図書館サービスのための

IFLA 指針　第 2 版　13
聴覚障害者も使える図書館に　改訂版　13
町村の図書館　補訂版　品切
ディスカバー図書館 2004　05
デジタル環境における ILL，ドキュメント・

デリバリーとその運用基盤　12
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図書館建築・既存施設からの転用を考える　
〈図書館建築研修会第 30 回〉　品切

図書館講習資料　6 訂版　品切
としょかんサービスこれからの課題　品切
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図書館サービスの測定と評価　07
図書館サービス論　〈JLA 図書館情報学テキ

ストシリーズⅡ 3〉　18
図書館雑誌総索引　1946-1983　17



23
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図書館情報学検定試験問題集　06
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図書館の現在　〈新集　知の銀河系 1〉　05
図書館の原則　改訂 3 版　07
図書館の原則（第３版）〈図書館と自由 12〉　
品切

図書館の原則（第５版）〈図書館と自由 15〉　
品切

図書館の原則（第６版）　品切
図書館の集会・文化活動　〈図書館員選書 9〉 

12

図書館の自由と検閲　06
図書館の自由に関する事例 33 選　〈図書館と

自由 14〉　06
図書館の自由に関する事例集　07

「図書館の自由に関する宣言 1979 年改訂」解
説　第 2 版　07

「図書館の自由に関する宣言」20 年の歩み　
〈図書館と自由 3〉　品切

図書館の自由に関する宣言の成立　〈図書館
と自由 1〉　品切

「図書館の自由」に関する文献目録　1950-
2000　07

「図書館の自由」に寄せる社会の期待　〈図書
館と自由 6〉　06

図書館のための個人情報保護ガイドブック　
〈JLA 図書館実践シリーズ 3〉　08

図書館の誕生　品切
図書館のめざすもの　05
図書館の問題利用者　品切
図書館の歴史　アメリカ編　増訂第 2 版　〈図

書館員選書 31〉　17
図書館ハンドブック　第 6 版補訂版　17
図書館・表現の自由・サイバースペース　07
図書館法　新装版　07
図書館法を読む　品切
図書館法規基準総覧　第 2 版　07
図書館法研究　07
図書館法成立史資料　品切
図書館法と現代の図書館　→新図書館法と現

代の図書館　
図書館・文書館における環境管理　12
図書館・文書館における災害対策〈シリーズ

本を残す 7〉　11
図書館用語集　3 訂版　17
図書館利用教育ガイドライン　合冊版　08
図書館利用教育ハンドブック　大学図書館版 

15
図書館はいま　品切
図書館は利用者の秘密を守る　〈図書館と自

由 9〉　06
図書選択論の視界　11
図書分類からながめる本の世界　〈JLA 図書

館実践シリーズ 16〉　03，05
図書分類の実務とその基礎　改訂版　品切

ナ

「治す」から「防ぐ」へ　〈シリーズ本を残す
5〉　品切
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中田邦造　〈個人別図書館論選集〉　15
21 世紀に向けての大学図書館　品切
21 世紀に向けての図書館施設のあり方を考え

る　品切
21 世紀の国立図書館　15
2000 年京都電子図書館国際会議　05
日本公共図書館の形成　16
日本十進分類法　新訂 9 版　09
日本児童文学の流れ　19
日本著者記号表　改訂版　09
日本図書館協会建築賞作品集 1985-2006　08
日本図書館協会五十年史　〈日本図書館協会

百年史・資料 第 4 輯〉　16
日本図書館協会五十年史事績年表　〈日本図

書館協会百年史・資料  第 2 輯〉　品切
日本図書館協会個人会員実態調査報告　09
日本図書館協会創立 100 周年記念特別講演・

シンポジウム記録集　05
日本の参考図書　第 4 版　17
日本の図書館　統計と名簿　2010　17
日本の図書館　統計と名簿　2010　電子媒体

版　17
日本の図書館情報学教育　2005　09
日本の昔話　19
日本目録規則　新版予備版　09
日本目録規則　1987 年版改訂 3 版　10
日本目録規則　1987 年版改訂 2 版追加および

修正　10
ネットワーク系電子出版物の書誌調整に向けて 
〈第 3 回書誌調整連絡会議記録集〉　10

年報こどもの図書館　2007 年版　14
農村のくらしと学習・情報要求　品切
望みのものを提供する　08

ハ

パ ソ コ ン 演 習 資 料 組 織　Windows 対 応 版 
増補　10

パブリック・ライブラリーの成立　06
表現の自由から図書館を考える　06
表現の自由と「図書館の自由」　〈図書館と自

由 16〉　07
ひらいてごらん　ひみつの扉　14

「広島県立図書館問題」に学ぶ「図書館の自
由」〈図書館と自由 7〉　06

防ぐ技術・治す技術　12
PREMIS 保存メタデータのためのデータ辞書 

第 2.0 版　10
分類と目録　〈図書館員選書 20〉　品切

米国の図書館事情 2007　18
併設・複合館の計画をめぐって　品切
北欧の公共図書館と生涯教育　品切
ボストン市立図書館 100 年史　17
保存環境を整える　〈資料保存シンポジウム 

7〉　11
保存のための協力　〈資料保存シンポジウム 

3〉　11
「本」と出版　〈新集　知の銀河系 3〉　05

マ

マイコンによる文献管理　品切
まちの図書館　15
みたい  しりたい  ためしたい　14
名称典拠のコントロール　〈第 4 回書誌調整

連絡会議記録集〉　10
メディアとしての図書館　17
目で見る「利用のための資料保存」〈シリー

ズ本を残す 6〉　11
目録作成の技法　改訂版　品切
問題解決のためのレファレンスサービス　新

版　13

ヤ

山あいの図書館と地域のくらし　15
ヤングアダルト・サービスの秘訣　14
ヤングアダルトに対する図書館サービス方針 

14
よい図書館施設をつくる　〈JLA 図書館実践

シリーズ 13〉　09
容器に入れる　〈シリーズ本を残す 3〉　品切
洋書目録法入門　つくり方編　改訂版　〈図

書館員選書 6〉　品切
洋書目録法入門　マニュアル編　〈図書館員

選書 7〉　09
「読む自由」と図書館活動　〈図書館と自由

11〉　品切

ラ・ワ

来館を促す建築的魅力　〈図書館建築研修会
第 31 回〉　品切

理想の公共図書館サービスのために　15
レファレンス協同データベース事業調べ方マ

ニュアルデータ集　13
レファレンス協同データベース事業データ作

成・公開に関するガイドライン　13
レファレンスサービス演習　〈JLA 図書館情

報学テキストシリーズ 5〉　18
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レファレンス・サービスの発達　12
レファレンス・ブック　補訂版　品切
和書目録法入門　〈図書館員選書 8〉　09
和田万吉博士宛書翰集（抄）　〈日本図書館協

会百年史・資料 第 3 輯〉　16
和田万吉博士の今沢慈海氏宛書翰集（抄） 
〈日本図書館協会百年史・資料 第 1 輯〉　16

1 行＝34 字 
2011 埋め草.doc 

 最終印刷日時：2011/09/20 午前 11 時 4 分 2 

 
 
 

図書館法施行規則一部改正により「大学における図書館に関する科目」が制定され，
新たな司書養成の教育課程が開始されようとしています。日本図書館協会では，新
課程における科目の特性を踏まえた内容に対応するため，『図書館情報学テキスト
シリーズⅡ』を進展させた第3期シリーズを企画しました。現在，鋭意執筆中です。 

【シリーズ編集：塩見昇／柴田正美／小田光宏／大谷康晴】 

●シリーズ構成● 
1巻 図書館概論 
2巻 図書館制度・経営論 
3巻 図書館情報技術論 
4巻 図書館サービス概論 
5巻 情報サービス論 
6巻 児童サービス論 
7巻 情報サービス演習 

8巻  図書館情報資源概論 
9巻  情報資源組織論 
10巻 情報資源組織演習 
11巻 図書・図書館史 
12巻 図書館施設論 
別巻 図書館員のための生涯学習概論 

 
●B5判／並製 
 1～10巻，別巻  50ユニット約250ページ 予価1890円 
 11～12巻    25ユニット約150ページ 予価1260円 

《刊行時期》 2012年秋から年に数点ずつ刊行し，3～4年で全巻刊行の予定です。各
巻の刊行時期は未定ですが，初回配本は，2013年度からの教科書としてお使いいた
だけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全国図書館大会JLA出版物コーナーのご案内 

大会第1日（10月13日） 調布市グリーンホール ロビー 
大会第2日（10月14日） 調布市文化会館たづくり くすのきホール 

  大会割引にて販売します 

「JLA図書館情報学テキストシリーズⅢ」刊行準備中 
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ア

安形輝　03，18
赤星隆子　14
秋岡梧郎著作集刊行会　05
朝比奈大作　18
アドコック，エドワード・P.　12
アメリカ図書館協会公共図書館部会　14
アメリカ図書館協会知的自由部　04，07
アメリカ図書館協会図書館蔵書・整理業務

部会　11
アメリカ図書館協会ヤングアダルト図書館

サービス部会　14
アンダーソン，A･J　06
池田綾子　14
石井敦　16
石井保志　03，13
石黒敦子　12
石黒祐子　12，13
石田栄美　03
伊藤峻　14
伊藤民雄　13
伊藤白　04
稲葉政満　12
井上靖代　08，14
岩猿敏生　15
ヴィランコート，ルネ・Ｊ　14
植田喜久次　12
上田修一　06，09
植松貞夫　09
裏田武夫　07
英国図書館情報委員会情報技術ワーキン

グ・グループ　17
英国文化・メディア・スポーツ省　17
エリス，アレック　16
エルネストゥス，ブッセ　17
近江哲史　03，05
大串夏身　18
大澤正雄　15
大谷康晴　03，18
小川徹　11，16
奥泉和久　16
小黒浩司　16，18

小田光宏　06，18
小野沢永秀　06
小野寺夏生　06
オーラル ･ ヒストリー研究会　07

カ

柿沼隆志　15
梶井重雄　15
カシーニ，バーバラ　13
加藤一英　06
神奈川県図書館協会図書館評価特別委員会 

08
叶沢清介　16
カールシュテット，ペーター　06
河井弘志　06，10，11，16
川崎佳代子　04
川崎良孝　04，07，16，17
岸田和明　06
木部徹　12
京都大学電子図書館国際会議編集委員会　

06
グッドマン，ドーリーン・Ｍ　16
久野和子　04
久保美和子　08
栗原嘉一郎　08
栗原均　16
栗山正光　10
ケニヨン，アンドレア　13
件名標目委員会　09
公共図書館による医学情報サービス研究グ

ループ　13
光斎重治　11
古賀節子　14，16
国際図書館連盟公共図書館分科会　15
国際図書館連盟公共図書館分科会ワーキン

グ・グループ　15
国際図書館連盟ディスアドバンティジド・

パーソンズ図書館分科会作業部会　15
国立国会図書館　10，11，15，19
国立国会図書館関西館　05，13
国立国会図書館関西館事業部　13
国立国会図書館関西館事業部図書館協力課 

12

著（編・訳）者名索引
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国立国会図書館国際子ども図書館　19
国立国会図書館 50 年史編纂委員会　19
国立国会図書館収集部　18
国立国会図書館書誌部　10
国立国会図書館総務部企画課　19
小河内芳子　14
小林昌樹　11
是枝英子　16

サ

斎藤文男　12
酒井由紀子　17
坂本徹朗　07
澤田正春　15
三多摩郷土資料研究会　11
シェラ，ジェシー・H　06
塩見昇　18
施設委員会　08
施設委員会図書館建築図集編集委員会　08
児童青少年委員会　14
児童青少年委員会児童基本蔵書目録小委員

会　14
児童青少年委員会児童図書館サービス編集

委員会　04
児童図書館研究会　14
児童図書館研究会近畿支部　14
柴田正美　09，18
清水正三　05
清水隆　08
ジュレ，ルートガー　04
障害者サービス委員会　13，15
障害者サービス委員会聴覚障害者に対する

図書館サービスを考えるグループ　13
情報管理委員会　10
資料保存委員会　11，12
鈴木英治　11
鈴木康之　15
須永和之　15
スミス，マーク　08
ゼーフェルト，プラスマン　17
ゼーフェルト，ユルゲン　04
全国子ども文庫調査実行委員会　14
ソーヤー，ルース　14

タ

大学図書館部会　09
タウワー，ヴォルフガング　16
高橋清一　09

竹内悊　05，06，14
竹内比呂也　08
武田英治　07
竹之内禎　17
田中隆子　15
多文化サービス研究委員会　13
ちばおさむ　08，12
チュバリヤン，オー･ エス　06
著作権委員会　08
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 

05
都築正巳　17
坪井賢一　15
デイ，ジョン・マイケル　13
ディオダード，ヴァージル　06
東京都立中央図書館　18
常盤繁　12
ときわひろみ　13
図書館員の問題調査研究委員会　07
図書館員の問題調査研究委員会 FLINT 図

書館職調査研究グループ　09
図書館員の問題調査研究委員会非正規職員

実態調査ワーキンググループ　09
図書館学教育部会　09
図書館政策特別委員会　15
図書館調査事業委員会　17
図書館年鑑編集委員会　18
図書館の自由委員会　07，08
図書館の自由に関する調査委員会　06，

07
図書館ハンドブック編集委員会　17
図書館問題研究会　15
図書館利用教育委員会　08，15
図書館利用教育委員会図書館利用教育ハン

ドブック学校図書館（高等学校）版作業
部会　04，08

戸田あきら　08
戸田愼一　06
豊田恭子　15

ナ

長澤雅男　06，12，13
中島玲子　03
永末十四雄　16
永田治樹　03，06，10，17，18
中野捷三　16
中村恭三　08
浪江虔　16
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名和小太郎　08
西川馨　17
西崎恵　07
西田清子　07
日 本 図 書 館 協 会　05，07，08，09，14，

15，16，18（部会，委員会は部会名，
委員会名を検索してください。）

日本の参考図書編集委員会　17
根本彰　06，08
野口恒雄　18
野末俊比古　18
野添篤毅　13

ハ

パット，ジュヌヴィエーヴ　14
半田雄二　14
馬場俊明　18
樋口龍太郎　16
ビスカップ，ピーター　16
フォドゼク，ペーター　16
ブキャナン，サリー　11
藤倉恵一　08
藤野寛之　17
藤野幸雄　06，07，16，17
藤村せつ子　12

「防ぐ技術・治す技術―紙資料保存マニュア
ル」編集ワーキング・グループ　12

古川肇　10
古林洽子　12
PREMIS 編集委員会　10
分類委員会　09
ペック，ロバート・Ｓ　07
へリング，ジェームス・Ｅ　15
細谷重義　17
堀川照代　18
堀込静香　10
ボルチモア郡立図書館ブルーリボン委員会 

08
ホワイトヒル，ウォルター　17

マ

前川恒雄　12
前田稔　07
丸山昭二郎　09，12
丸山泰通　15
マーンケ，クリステル　17
三浦逸雄　18
宮崎萬寿　08
むすびめの会　13
目録委員会　09，10
もりきよし　09
森耕一　05，07，15

ヤ

八木清江　09
安江明夫　11，12
山口源治郎　07
山崎榮三郎　08
山本順一　07，08，15
山本昭和　08
弥吉光長　16
鑓水三千男　07
ヤングアダルトサービス研究会　14
ヤングアダルト図書館サービス協会　14
用語委員会　17
芳鐘冬樹　06
吉田憲一　18
吉田直樹　08
吉田右子　17

ラ・ワ

ラマチャンドラン，ラス　17
ランバート，ジル　10
レイデンソン，アレックス　07
ローススティーン，サミュエル　12
ロング，ハリエット ･ Ｇ　14
和中幹雄　10
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（☆は入手可）
調査報告書

町村図書館調査報告書 1982　1983.3
公共図書館とコンピュータ利用　1984.3
町村図書館調査報告（資料）第二年次　

1984.3
離島圏域における図書館活動のあり方に

ついて　1984.3
町村図書館調査報告書第三年次　1985.3
図書館協議会の設置と活動　1985.3　☆
公立図書館職員の司書職制度　調査報告

書　1985.3　☆
町村図書館調査報告書第四年次　1986.3

「著作権法改正問題にかかわる図書館資
料の利用」に関する調査報告書　
1986.3

「図書館業務の（管理・運営）委託」に
関する実態調査報告書　1986.3

マウル（村落）文庫調査研究報告書　
1987.7　☆

公共図書館の情報ネットワーク　1988.3
コンピュータ導入とネットワークシステ

ム調査報告書　1988.3　☆
公共図書館の祝日開館・夜間開館実態調

査報告書　1990.3
公共図書館の利用に障害のある人々への

サービス調査報告書　1990.2
公共図書館と学校（図書館）との連携調

査報告書　1992.3
公共図書館における「予約業務」に関す

る実態調査報告書　1992.3
司書の海外研修報告書　平成 3 年度～10

年度　1992.3～1999.11
公立図書館におけヤングアダルト（青少

年）サービス実態調査報告　1993.3
公共図書館のコンピュータ利用調査報告

書　1994.3
「公共図書館における視聴覚資料の収集

と利用に関する調査」報告書　1994.3
Librarianship in Japan　1994.3　☆
海外図書館員の専門職制度調査報告書　

1994.12
資料保存ワークショップ記録集　1995.3
町村図書館建築マニュアル　1995.3　☆
図書館運営のあり方を考える　1996.3

「図書館における視聴覚資料の収集と利
用に関する実態調査」報告書　1997.3

公共図書館の特別コレクション所蔵調査
報告書　1997.3　☆

目録の利用と作成に関する調査報告書
　1998.3　☆

「図書館利用に障害のある人々へのサー
ビス」全国調査報告書　1999.3

「留学生等への図書館サービスに関する
調査」報告書　1999.3

「多文化サービス実態調査 1998」報告
書　公立図書館編　1999.3

公立図書館児童サービス実態調査報告
1999　2000.3　☆

公共図書館のコンピュータ利用調査報告
書 1999 年度　2000.3　☆

「図書館における視聴覚資料の利用と著
作権問題に関する研究」報告書　
2000.3

「子どもの読書振興に係る図書館活動に
関する調査」報告書　2000.3

都道府県立及び政令指定都市立図書館に
おける研修のニーズと実態　2000.6　
☆

21 世紀に向けての図書館施設のあり方
を考える　2000.1

職員についての調査報告書　非常勤・派
遣等職員に関する予備調査　2001.3　
☆

非印刷媒体の調査報告書　2001.3　☆
公立図書館の設置及び運営上の望ましい

基準活用の手引き　2001.11
みんなで元気に生きよう：多文化サービス

のためのブックリスト 137　2002.3　☆
公立図書館におけるヤングアダルトサー

ビス実態調査報告書　2003.3
図書館における自己点検・評価等のあり

方に関する調査研究報告書　2003.3　☆
よりよい図書館経営のために　図書館の

業務委託を検討する視点　2003.5
公立図書館貸出実態調査 2003 報告書　

2004.3　日本書籍出版協会と共同刊行
「図書館における自己点検・評価等のあ

り方に関する調査研究」報告書　
2004.3　☆

現代社会と図書館の課題：政策討論連続
講座記録　2004.4　☆

公立図書館児童サービス実態調査報告
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図書館雑誌（月刊）日本図書館協会図書
館雑誌編集委員会編　B5　平均 68 頁 
￥980（特別号￥1,300）
現代の図書館（季刊）日本図書館協会現

代の図書館編集委員会編　B5　平均
64 頁　￥1,365
選定図書速報（年 40 回刊）日本図書館

協会編　B5　平均 16 頁　年間購読
料：会員：￥15,120　非会員：￥30,240

（送料込）
日本の参考図書・四季版（季刊）日本図

書館協会編　B5　平均 52 頁　￥630
ネットワーク資料保存（年 4 回刊）日本

図書館協会資料保存委員会編　B5 
年間購読料￥2,000（送料込）
図書館の自由　日本図書館協会図書館の

自由委員会　年間￥1,000
カレント　アウェアネス（季刊）国立国

会図書館関西館事業部図書館協力課編 
A4　￥420
レファレンス（月刊）国立国会図書館調

査及び立法考査局編　国立国会図書館
発行　A4　￥1,050
国立国会図書館月報（月刊）国立国会図

書館発行　A4　￥525
参考書誌研究（年 2 回刊）国立国会図書

館編　＊ 75 号で冊子体は終刊
外国の立法（季刊）　国立国会図書館調

査及び立法考査局編　A4　¥1,890
選定図書総目録（年刊）日本図書館協会

編　CD-ROM 版　￥18,900
日本の図書館（年刊）日本図書館協会図

書館調査事業委員会編　B5
図書館年鑑（年刊）日本図書館協会図書

館年鑑編集委員会編　B5

逐次刊行物2003　2004.7　☆
こんなときどうするの？　2004.10

『図書館年鑑』にみる「図書館の自由に
関する宣言」50 年　2004.10　☆

図書館の自由に関する宣言の成立（図書
館と自由 1）覆刻版　2004.10　☆

よい図書館をつくるための計画　第 26
回図書館建築研修会　2004.11　☆

図書館における著作権対応の現状　「日
本の図書館 2004」付帯調査報告書　
2005.3　☆

子どもの読書環境整備のためのチェック
項目　2005.7　☆

災害に強い図書館にするために　事例に
学ぶ災害と図書館 第 27 回図書館建
築研修会　2006.1　☆

図書館の情報サービス（レファレンス・
サービス）に関する調査報告書　
2006.3　☆

図書館の自由ニューズレター集成　
1981―2000　2006.3　☆

写真の手入れ，取り扱い，保存　2006.4　
☆

障害者サービスの今をみる　2005 年障
害者サービス全国実態調査（一次）報
告書　2006.7　☆

図書館の自由に関する宣言 1979 年改訂 
日韓中英　2006.8　☆

児童図書館サービス 50 年の軌跡　児童
に対する図書館奉仕全国研究集会
1955 〜 2004　2006.9　☆

ブルーシールド　危険に瀕する文化遺産
の保護のために　国際図書館連盟第
68 回年次大会（2002 年グラスゴー）
資料保存コア活動・国立図書館分科会
共催公開発表会報告集　2007.6　☆

「電子ジャーナルについて」報告書　
2006 年『日本の図書館』付帯調査　
2008.4　☆

「 図 書 館 の 状 況 に つ い て 」 報 告 書　
2006 年『日本の図書館』付帯調査　
2009.3　☆

IFLA 乳幼児への図書館サービスガイド
ライン　2009.6　☆

（在庫の状況はお問い合わせください）
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・本目録に表示してある価格は，定価（税込）です。

・全国の書店・大学生協等にご注文ください。

・お近くに書店のない場合には直送もいたします。

・直送ご希望の場合

書名，冊数，氏名，送付先住所・電話番号をご記入のうえ，　　　　　　　　
FAX（03－3523－0842）または E メール（hanbai@jla.or.jp）で，日本図書館協
会出版販売係へご注文ください。

代金は書籍といっしょにお送りする郵便払込用紙でご送金ください。送料（実費）
と払込手数料はご負担いただきます。

・日本図書館協会個人会員は個人会員番号（「図書館雑誌」送付封筒に記載）をご
記入のうえ，お申し込みください。価格は定価（税込価格）の2割引になります。
（発売，調査報告書等は個人会員の割引はありません。）

　日本図書館協会のホームページ（http://www.jla.or.jp/）からも注文できます。

ご購入について
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東京都中央区新川1‑11‑14

TEL03(3523)0811(代)

●東京駅より都営バスご利用の場合

八重洲中央口（南口）より都営バス①②のりばから、深川車庫前、

東京ビックサイト、住友ツインビル行のいずれかに乗車いただき、

新川 停留所で下車して下さい。所要時間は約10分程です。

尚、新川停留所より当協会ビルまでは徒歩2 3分程です。

●東京駅より徒歩の場合

八重洲通りを中央大橋方面へ、当協会ビルまで約1.3㎞、徒歩約20

分程です。

●茅場町駅ご利用の場合

（地下鉄東西線、日比谷線）

地下鉄 1 、 3 出入口へおすす

みください。亀島川を越え、当

協会ビルまで茅場町駅より徒歩

約4 5分程です。

ご案内図
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広げよう、図書館のある暮らし
つなげよう知の拠点／続けようHelp―Toshokan

第 97 回全国図書館大会多摩大会

1 行＝34 字 
2011 埋め草.doc 

 最終印刷日時：2011/09/20 午前 11 時 4 分 2 

 
 
 

図書館法施行規則一部改正により「大学における図書館に関する科目」が制定され，
新たな司書養成の教育課程が開始されようとしています。日本図書館協会では，新
課程における科目の特性を踏まえた内容に対応するため，『図書館情報学テキスト
シリーズⅡ』を進展させた第3期シリーズを企画しました。現在，鋭意執筆中です。 

【シリーズ編集：塩見昇／柴田正美／小田光宏／大谷康晴】 

●シリーズ構成● 
1巻 図書館概論 
2巻 図書館制度・経営論 
3巻 図書館情報技術論 
4巻 図書館サービス概論 
5巻 情報サービス論 
6巻 児童サービス論 
7巻 情報サービス演習 

8巻  図書館情報資源概論 
9巻  情報資源組織論 
10巻 情報資源組織演習 
11巻 図書・図書館史 
12巻 図書館施設論 
別巻 図書館員のための生涯学習概論 

 
●B5判／並製 
 1～10巻，別巻  50ユニット約250ページ 予価1890円 
 11～12巻    25ユニット約150ページ 予価1260円 

《刊行時期》 2012年秋から年に数点ずつ刊行し，3～4年で全巻刊行の予定です。各
巻の刊行時期は未定ですが，初回配本は，2013年度からの教科書としてお使いいた
だけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全国図書館大会JLA出版物コーナーのご案内 

大会第1日（10月13日） 調布市グリーンホール ロビー 
大会第2日（10月14日） 調布市文化会館たづくり くすのきホール 

  大会割引にて販売します 

「JLA図書館情報学テキストシリーズⅢ」刊行準備中 


