書
図
関連

図書館情報学基礎資料 第近４版
今 まど子・小山憲司 編著

刊

A5判／約 150頁／本体1,000円＋税／ISBN978ー4ー88367ー365ー0

『図書館学基礎資料』
（1990年刊）
を基に，
「現代図書館情報学シリーズ」
（全12巻）
を補う基本的な資料および
ACRONYMS，
基本用語解説，図書館・図書館情報学小年表等で構成。図書館関係者の必備・必携書。
《主な内容》Ⅰ 関係法令／Ⅱ 図書館に関する宣言・綱領など／Ⅲ ACRONYMS
（頭字語・略語）
／Ⅳ 基本用語解説／
Ⅴ その他資料／Ⅵ 図書館情報学に関するレファレンスブックス／Ⅶ 図書館・図書館情報学小年表
＊『図書館学基礎資料』に掲載しておりました「図書館統計」につきましては，小社ウェブサイトの「サポート」ページにてPDF版を公開・更新しております。

図書館と情報技術
情報検索能力の向上をもめざして

鈴木眞理・馬場祐次朗・薬袋秀樹 編著
A5判／206頁／本体2,000円＋税／ISBN978 - 4 - 88367-230 -1

B5判／153頁／本体2,000円＋税／ISBN978 - 4 - 88367-274 -5

《主な内容》第１章 コンピュータの基礎／第２章 ネットワ
ークの基礎／第３章 情報技術と社会・法律／第４章 デー
タベースの仕組み／第５章 サーチエンジンの仕組み／第
６章 コンピュータシステムの管理とセキュリティ／第７章
図書館の業務とIT／第８章 図書館と電子資料／第９章 デ
ジタルアーカイブ／第10章 情報検索の理論と方法

Webサイト構築のための基礎を学ぶ

分類法キイノート 目録法キイノート

日本目録規則［1987年版改訂３版］対応

宮沢厚雄 著
B5判／104頁／本体1,500円＋税
ISBN978 - 4 - 88367-260 - 8

《主な内容》１ はじめに／２ 主題分析
①／３ 主題分析②／４ 主題分析③／
５ 補助表①／６ 補助表②／７ 補助表
③／８ 補助表④／９ 補助表に関する
総合演習問題／10 分類規程①／11
分類規程②／12 分類規程③／13 分
類規程に関する総合演習問題／14 分
類法に関する総合演習問題／15 請求
記号

宮沢厚雄 著

三部作
「キイノート」
対応

《主な内容》１ はじめに／２ 日本目録規則／３ タ
イトルと責任表示①／４ タイトルと責任表示②／
５ タイトルと責任表示に関する総合演習問題／６
版表示，出版･頒布等の事項／７ 形態，注記，ISBN
／８ 単行書に関する総合演習問題／９ 書誌単位
①／10 書誌単位②／11 ３層の書誌階層①／12
３層の書誌階層②／13 書誌単位に関する総合演
習問題／14 目録法に関する総合演習問題／15 見
出し項目の選出と編成

2021.12. 15

3 図書館情報技術論
杉本重雄／編集
4
5

8
9

図書館サービス概論 10

高山正也・村上篤太郎／編集

情報サービス論

山﨑久道・原田智子／編集

6 児童サービス論
植松貞夫・鈴木佳苗／編集

図書館情報資源概論

岸田和明／編集

情報資源組織論

田窪直規／編集

情報資源組織演習

小西和信・田窪直規／編集

11 図書・図書館史
佃 一可／編集

12 図書館施設論
植松貞夫／著

検索法キイノート
図書館「情報検索」サービス対応

宮沢厚雄 著
B5判／144頁／本体1,800円＋税
ISBN978 - 4 - 88367-290 -5
《主な内容》１ はじめに／２ データベース①
／３ データベース②／４ データベース③／
５ コンピュータ目録①／６ コンピュータ目録
②／７ コンピュータ目録③／８ 総合演習問題
（図書と雑誌本体の検索）／９ 学術論文①／
10 学術論文②／11 学術論文③／12 学術
論文④／13 学術論文⑤／14 総合演習問題
（雑誌論文と文献の検索）／15 リレーショナ
ル = データベース

解答・解説サブノート試験問題公開

三部作
「キイノート」
のすべての設問に対し解答を提示し，
内容の理解と発展的な学習のために豊富な解説を付した。

・経営論
2 図書館制度
糸賀雅児・薬袋秀樹／編集

情報サービス演習

原田智子／編集

三訂

《主な内容》第１講 HTMLやPHPは難しくない／第２講 基本的な
タグ／第３講 表の作成と簡単なリンク／第４講 基本的なリンク／
第５講 特定場所へのリンク／第６講 PHPの基本①／第７講 PHP
の基本②／第８講 パラメタの受け渡し／第９講 DBMSと検索手
順・SQLの概要／第10講 SQL
（SELECT文）
の詳細／第11講 処理
手順とフローチャート／第12講 OPACの仕組み／第13講 貸出シ
ステムの仕組み／第14講 目録作成システムの仕組み／第15講 簡
略・詳細表示／第16講 CSSとインラインフレームによる分割表示

7

改訂

《主な内容》１章 図書館のアクセシビリティに関する基礎・基本／
２章 図書館資料のアクセシビリティ／３章 図書館施設・設備のア
クセシビリティ／４章 図書館サービスのアクセシビリティ／５章 図
書館のアクセシビリティに関わる「人」をめぐって／６章 館種別の
事例／巻末資料

図書館概論

高山正也・岸田和明／編集

改訂

星野雅英 著
B5判／203頁／本体2,100円＋税／ISBN978 - 4 - 88367-282- 0

1

三訂

HTML
・PHP入門

図書館業務
に役立つ

野口武悟・植村八潮 編著
A5判／223頁／本体2,000円＋税／ ISBN978 - 4 - 88367-356 - 8

＊本書をご購入いただいた方で，視覚障害，肢体不自由などの理由で印刷媒体の利用が
困難な方へ，電子データ版（CDにPDF ファイル収録：テキストデータ抽出可）をご用意
しております。詳しくは，小社ウェブサイトの「サポート」ページをご覧ください。

各巻 A5 判／平均 210 頁／初版・改訂版 本体 2,000 円（税別）／三訂版 本体 2,100 円（税別）

改訂

「合理的配慮」
の提供へ向けて

田窪直規 編集／岡 紀子・田中邦英 著

三訂

改訂

図書館のアクセシビリティ

B5判／104頁／本体1,500円＋税
ISBN978 - 4 - 88367-343- 8

［全12巻］

改訂

《主な内容》Ⅰ章 生涯学習社会の創造へ向けて／Ⅱ章 生
涯学習振興行政の変遷／Ⅲ章 生涯学習振興行政と社会教
育行政 ／Ⅳ章 生涯学習の学習課題・学習者／Ⅴ章 生涯学
習の方法・生涯学習の支援方法／Ⅵ章 生涯学習社会と学
校・地域・家庭／Ⅶ章 生涯学習支援における図書館の役割
／Ⅷ章 生涯学習支援における博物館の役割／Ⅸ章 生涯学
習支援における青少年教育施設の役割／関連法規

日本十進分類法
［新訂10版］対応
［第３版補訂］宮沢厚雄 著

現代図書館情報学シリーズ

改訂

生涯学習概論

高山正也・植松貞夫 監修

〈本シリーズの特色〉
2012 年 4月から実施されている，司書養成課程新カリキュラムの内容に
完全対応し，
さらに最新の情報を盛り込みながら，
大学や諸種講習における標準的なテキストをめざして編集。
今日の情報化社会，生涯学習社会においては，図書館を取り巻く環境が
大きく変化している。これからの司書が将来志向的視野をもてるよう，
その仕事内容を理論面と実践面からていねいに解説。

B5判／192頁／本体4,000円＋税

＊
『分類法キイノート』は初版から第３版補訂まですべての版に対応しています。
＊小部数限定生産・直接販売限定商品です。各書店・オンライン書店では販売していません。
＊詳細・購入方法は「https://www.jusonbo.co.jp/subnote/」をご覧ください。

在庫僅少

〒112−0002 東京都文京区小石川 5 −11−7
URL：https://www.jusonbo.co.jp/

TEL：03−3868−7321 FAX：03−6801−5202
E-mail：webinfo@jusonbo.co.jp

監修：高山正也・植松貞夫

3 図書館情報技術論

4 図書館サービス概論

改訂

2 図書館制度・経営論

改訂

改訂

1 図書館概論

現代図書館情報学シリーズ[全12巻] 内容構成一覧
5 情報サービス論

6 児童サービス論

高山正也・岸田和明 編集

糸賀雅児・薬袋秀樹 編集

杉本重雄 編集

高山正也・村上篤太郎 編集

山﨑久道・原田智子 編集

植松貞夫・鈴木佳苗 編集

ISBN978ー 4ー 88367ー271ー 4
209頁／2017年刊行／最新第５刷

ISBN978ー 4ー 88367ー202ー 8
216頁／2013年刊行／最新第８刷

ISBN978ー 4ー 88367ー203ー 5
208頁／2014年刊行／最新第６刷

ISBN978ー 4ー 88367ー294ー3
237頁／2019年刊行／最新第３刷

ISBN978ー 4ー 88367ー295ー 0
239頁／2019年刊行／最新第３刷

ISBN978ー 4ー 88367ー206ー 6
191頁／2012年刊行／最新第８刷

高山 正也（元国立公文書館館長，慶應義塾大学名誉教授）
岸田 和明（慶應義塾大学文学部教授）
逸村
裕（筑波大学図書館情報メディア系教授）
平野 英俊（前日本大学文理学部教授）

糸賀 雅児（慶應義塾大学名誉教授）
薬袋 秀樹（筑波大学名誉教授）
市川 恵理（前筑波大学図書館情報メディア系准教授）
内野 安彦（前立教大学兼任講師）
荻原 幸子（専修大学経営学部教授）
桑原 芳哉（尚絅大学現代文化学部教授）
高山 正也（元国立公文書館館長，慶應義塾大学名誉教授）
鑓水三千男（元千葉県労働委員会事務局次長）

杉本
阪口
永森
原田
藤田

重雄（筑波大学名誉教授）
哲男（筑波大学図書館情報メディア系准教授）
光晴（筑波大学図書館情報メディア系講師）
隆史（同志社大学免許資格課程センター教授）
岳久（共立女子大学文芸学部教授）

高山 正也（元国立公文書館館長，慶應義塾大学名誉教授）
村上篤太郎（東京農業大学学術情報課程教授）
青柳 英治（明治大学文学部教授）
逸村
裕（筑波大学図書館情報メディア系教授）
松本 直樹（慶應義塾大学文学部准教授）
宮原志津子（相模女子大学学芸学部教授）

山﨑 久道（一般社団法人情報科学技術協会会長）
原田 智子（鶴見大学名誉教授）
小山 憲司（中央大学文学部教授）
杉江 典子（東洋大学文学部准教授）
村上篤太郎（東京農業大学学術情報課程教授）

植松 貞夫（筑波大学名誉教授）
鈴木 佳苗（筑波大学図書館情報メディア系教授）
岩崎 れい（京都ノートルダム女子大学国際言語文化学部教授）
河西由美子（鶴見大学文学部教授）
高桑弥須子（市川市立富美浜小学校司書）
平澤佐千代（生駒市図書館北分館長）
堀川 照代（放送大学客員教授）

序章 図書館における制度と経営

１章
２章
６章
３章
４章
５章
６章
７章
６章
８章
６章
９章
６章

情報技術と図書館
コンピュータと
ネットワークの基礎知識
インターネットを利用した情報の発信
電子文書と電子出版，電子書籍
図書館システム
ネットワーク情報資源とメタデータ
図書館サービスにおける
ネットワーク情報資源の利用
図書館の情報システムの
安全性と信頼性
ネットワーク社会の中での
図書館サービス

１章
２章
３章
４章
５章
６章
７章
８章
９章
10章
11章

１章
２章
２章
３章
２章
４章
２章
５章
６章
７章
８章

１章
２章
３章
４章
５章
６章
７章
８章
９章
10章

１章
２章
３章
４章
５章
６章
７章
付章

図書館とその歴史
図書館の機能とサービス
公共図書館
公共図書館以外の各種図書館
組織としての図書館
図書館に関係する機関・団体
将来の展望
図書館を支える諸学問

◉資料：図書館の設置及び運営上の望ましい基準／図書
館法／国立国会図書館法
（抄）
／ユネスコ公共図
書館宣言 1994年

１章 図書館制度の概観
２章 日本国憲法，教育基本法，地方自治法等
３章 図書館法
４章 他館種の図書館に関連する法規
５章 子どもの読書活動，文字・活字文化の振興に関連する法規
６章 図書館のサービス・経営に関連する法規
７章 図書館政策
◉Ⅱ部 図書館経営論
１章 図書館の公共性
２章 公共経営としての図書館の経営
３章 図書館の組織と職員
４章 図書館の財政と予算
５章 図書館における計画とマーケティング
６章 図書館の経営評価
７章 図書館の管理形態の多様化

9 情報資源組織論

図書館サービスの意義と理念
公共図書館サービスの変遷
図書館サービスとコンプライアンス
資料提供サービス
情報提供サービス
図書館サービスの協力と連携
課題解決支援サービス
図書館利用に障害のある人へのサービス
超高齢社会における図書館高齢者サービス
利用者とのコミュニケーション
図書館サービスの課題と展望

◉資料：図書館法／ユネスコ公共図書館宣言 1994年／
図書館の設置及び運営上の望ましい基準／著作
権法
（抄）
／障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律
（抄）
／日本の公共図書館サービス
の歩み
（1945〜2018年）

三訂

8 図書館情報資源概論

三訂

改訂

三訂

7 情報サービス演習

◉Ⅰ部 図書館制度論

情報社会と図書館
図書館による情報サービスの
意義と実際
レファレンスサービスの
理論と実際 ―１
レファレンスサービスの
理論と実際 ―２
情報検索サービスの理論と方法
発信型情報サービスの展開
利用教育の現状と展望
各種情報資源の特徴と利用法

◉資料：参考事務規程

読書の意義
児童サービスの意義と歴史
児童サービスの種類と内容
児童サービスの管理・運営
児童資料の種類と特性
乳幼児サービス
ヤングアダルトサービス
学校図書館へのサービス
地域と公共図書館
児童サービスの課題と展望

◉資料：子どもの読書活動の推進に関する法律／ユネス
コ公共図書館宣言 1994年／大阪府立夕陽丘図
書館 児童書資料
（作品類）
選択基準／大阪市立
中央図書館 資料収集方針
（抜粋）
／倉吉市立
図書館 ヤングアダルト資料選定基準／ブックス
タート 赤ちゃん絵本リスト

10 情報資源組織演習

11 図書・図書館史

12 図書館施設論

原田智子 編集

岸田和明 編集

田窪直規 編集

小西和信・田窪直規 編集

佃 一可 編集

植松貞夫 編著

ISBN978ー 4ー 88367ー337ー7
221頁／2021年刊行／最新第２刷

ISBN978ー 4ー 88367ー338ー 4
171頁／2020年刊行／最新第２刷

ISBN978ー 4ー 88367ー339 ー1
232頁／2020年刊行／最新第２刷

ISBN978ー 4ー 88367ー350 ー 6
283頁／2021年刊行／最新第１刷

ISBN978ー 4ー 88367ー211ー 0
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原田 智子（鶴見大学名誉教授）
江草 由佳（国立教育政策研究所教育研究情報推進室総括研究官）
小山 憲司（中央大学文学部教授）

岸田 和明（慶應義塾大学文学部教授）
小山 憲司（中央大学文学部教授）
平野 英俊（前日本大学文理学部教授）
村上篤太郎（東京農業大学学術情報課程教授）

田窪
飯野
小林
原田
山﨑
渡邊

佃
久野
佐藤
鈴木
呑海
中田
山田

植松 貞夫（筑波大学名誉教授）

◉Ⅰ部 情報サービス演習の設計から準備まで

１章 図書館情報資源とは何か
図書館情報資源の収集・提供・保存／図書
館情報資源としての出版物／記録メディア
の種類／ネットワーク情報資源／図書館情
報資源の拡大
２章 図書館情報資源の種類と特質
有形出版物としての「図書館資料」／無形
出版物としてのネットワーク情報資源／政
府刊行物と地域資料／人文・社会・自然科
学，および生活分野の情報資源と特性
３章 図書館情報資源の収集と
３章 コレクション構築
４章 情報資源の生産・流通と図書館

１章 情報資源組織：その目的・意義と概要
情報資源組織とは／サービスとしての情報
資源組織／検索の種類／情報資源組織の
方法／書架分類法・目録法以外の情報資
源組織
２章 目録法
３章 書誌データ・メタデータと情報通信技術
インターネットとウェブ／ウェブにおける情
報検索とメタデータ／図書館におけるコン
ピュータ・ネットワークを用いた目録作業／
図書館における情報検索システム／ウェブ
における図書館的世界
４章 主題組織法
５章 分類法
６章 語による主題組織法：
3章 自然語，シソーラス，件名標目表
７章 書誌コントロール
８章（補章）
索引・抄録

小西
田窪
飯野
岡田
蟹瀬
川村
小林
鴇田
原田
松井
渡邊

１章 情報サービスの設計と評価
２章 情報サービス演習の準備
◉Ⅱ部 情報サービス演習の実際
３章 情報資源の探し方
４章 ウェブページ，ウェブサイトの探し方
５章 図書情報の探し方
６章 雑誌および雑誌記事の探し方
７章 新聞記事の探し方
８章 言葉・事柄・統計の探し方
９章 歴史・日時の探し方
10章 地理・地名・地図の探し方
11章 人物・企業・団体の探し方
12章 法令・判例・特許の探し方
13章 Ⅱ部に関する演習問題
◉Ⅲ部 情報サービスのための情報資源の構築と評価
14章 レファレンスコレクションの整備
15章 発信型情報サービスの構築と維持管理
＊採用者用に演習問題の
「回答が得られるツール例」
有。

直規（近畿大学教授）
勝則（佛教大学図書館専門員・非常勤講師）
康隆（前聖徳大学文学部准教授）
智子（鶴見大学名誉教授）
久道（一般社団法人情報科学技術協会会長）
隆弘（帝塚山学院大学人間科学部教授）

和信（武蔵野大学名誉教授）
直規（近畿大学教授）
勝則（佛教大学図書館専門員・非常勤講師）
智佳子（武蔵野大学非常勤講師）
智弘（藤女子大学教授）
敬一（前獨協医科大学越谷病院図書室事務長）
康隆（前聖徳大学文学部准教授）
拓哉（共立女子大学文芸学部准教授）
智子（鶴見大学名誉教授）
純子（大阪芸術大学芸術学部教養課程教授）
隆弘（帝塚山学院大学人間科学部教授）

序章 情報資源組織とは何か

◉Ⅰ部 目録編

１章 目録法
２章 目録作業の前に
３章 目録作業の実際：図書
４章 目録作業の実際：図書以外の資料
５章 書誌ユーティリティにおける目録作業
◉Ⅱ部 分類・件名編
６章 主題組織法
７章 分類作業の実際（1）
８章 分類作業の実際（2）
９章 件名作業の概要
◉Ⅲ部 応用編
10章 ネットワーク情報資源のメタデータ
11章 索引・抄録作業
＊演習問題の
「解答例と解説」有。

一可（一般社団法人知識資源機構代表理事）
淳一（元横浜市史資料室）
達生（株式会社図書館流通センター代表取締役副社長）
良雄（前専門図書館協議会常任理事・事務局長）
沙織（筑波大学図書館情報メディア系教授）
節子（帝京大学山梨文化財研究所客員研究員）
真美（日印芸術研究所言語センター長）

◉Ⅰ編 古代知識の集積と図書館のはじまり

１章 知識集積の形・知識の蓄積
２章 ギリシャ思想と古代ローマの図書館
３章 古代中国の図書館
４章 インド・ナーランダ大学図書館と仏教伝播
５章 古代日本の図書館
◉Ⅱ編 中世社会の思想と図書館
６章 宗教図書館と大学
７章 宋・元代の図書館と中世日本の文庫
◉Ⅲ編 近世図書館思想の広がりとさまざまな図書館
８章 ルネッサンスと図書館思想
９章 近世日本の文庫活動
10章 明の永楽大典と清の四庫全書
◉Ⅳ編 近・現代社会と図書館
11章 近代社会と図書館
12章 日本の近代化と図書館
13章 20世紀の図書館
14章 第二次世界大戦後の日本社会の動きと図書館
15章 これからの図書館

１章
２章
３章
４章
５章
６章
７章

図書館機能とその建築
地域計画
図書館の建設
図書館の建築計画
館内環境の計画
施設の維持管理・災害対策
参考となる図書館建築

