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現代図書館情報学シリーズ  

2010年4月の「図書館法施行規則」の改正により、2012年4月から、新カリキュラムが
実施されています。この改定・施行にあたり、「新・図書館学シリーズ」を「現代図書
館情報学シリーズ」と改称し新発足させました。 本シリーズは一新された司書養成
課程の内容に即応しつつ、さらに最新の情報を盛り込んで、資格取得に向けた標準
的テキスト群をめざして刊行するものです。  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

（本体) 
商品コード 

図書館概論 （1）※改訂版あり 高山 正也 2011 9784883672011 ¥6,600  ¥9,900  1016438764 

図書館制度・経営論 （2） 糸賀 雅児 2013 9784883672028 ¥6,600  ¥9,900  1016438765 

図書館情報技術論 （3） 杉本 重雄 2014 9784883672035 ¥6,600  ¥9,900  1016438766 

図書館サービス概論 （4） 宮部 頼子 2012 9784883672042 ¥6,600  ¥9,900  1016438767 

情報サービス論 （5） 山崎 久道 2012 9784883672059 ¥6,600  ¥9,900  1016438768 

児童サービス論 （6） 植松 貞夫 2012 9784883672066 ¥6,600  ¥9,900  1016438769 

情報サービス演習 （7）※改訂版あり 原田 智子 2012 9784883672073 ¥6,600  ¥9,900  1016438770 

図書館情報資源概論 （8） 高山 正也 2012 9784883672080 ¥6,600  ¥9,900  1016438771 

情報資源組織論 （9）※改訂版あり 田窪 直規 2011 9784883672097 ¥6,600  ¥9,900  1016438772 

情報資源組織演習 （10）※改訂版あり 小西 和信 2013 9784883672103 ¥6,600  ¥9,900  1016438773 

図書・図書館史 （11） 佃 一可 2012 9784883672110 ¥6,600  ¥9,900  1016438774 

図書館施設論 （12） 植松 貞夫 2014 9784883672127 ¥6,600  ¥9,900  1016438775 

改訂版 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

（本体) 
商品コード 

図書館概論 改訂（1） 高山 正也 2017 9784883672714 ¥6,600  ¥9,900  1025513845 

情報サービス演習 改訂（7） 原田 智子 2016 9784883672677 ¥6,600  ¥9,900  1025513846 

情報資源組織論 改訂(高山正也, 植松貞
夫監修)（9） 

田窪 直規 2016 9784883672592 ¥6,600  ¥9,900  1022111550 

情報資源組織演習 改訂（10） 小西 和信 2017 9784883672806 ¥6,600  ¥9,900  1025513847 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

（本体) 
商品コード 

図書館経営論 改訂（2） 高山 正也 2002 9784883670734 ¥6,270 ¥9,405 1022111545 

図書及び図書館史 （12） 寺田 光孝 1999 9784883670130 ¥6,270 ¥9,405 1022111546 

児童サービス論 改訂（11） 中多 泰子 2004 9784883670802 ¥6,270 ¥9,405 1022111547 

新・図書館学シリーズ  
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考える情報学2.0 ―アクティブ・ラー

ニングのための事例集―改訂 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

著編者名 中西 裕 冊子版ISBN 9784883672691  

発行年 2016 商品コード 1023699195 

大学の科目「情報社会論」「情報メディア論」等に利用できるテキスト。社会の情報化が生活や文化、コ
ミュニケーションに与える影響について事例を提示し、ディスカッションやディベートの方法などを解説す
る。 

  

Bibliography of the British 
technology index 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

著編者名 川村 敬一 冊子版ISBN 9784883672509  

発行年 2015 商品コード 1022111549 

本書は，英国技術索引（BTI）に関する英文書誌であり，収録文献は１９５８年から現在に至る約３２０件で，研究論文
や報告書のほか，書評，レター，ニュース記事などを網羅している。最大の特徴は，すべての文献項目が正確な書
誌データと詳細な英文抄録で構成されていること及び項目が分類順に編成されていることである。分類順編成を項
目間の相互参照，著者索引，言語索引が補足している。BTI の本格的研究に資する世界に先駆けたツールである。 

  

世界のラーニング・コモンズ ―大

学教育と「学び」の空間モデル― 

同時1アクセス(本体) ¥11,220 

同時3アクセス(本体) ¥16,830 

著編者名 溝上 智恵子 冊子版ISBN 9784883672417  

発行年 2015 商品コード 1025513848 

「学生への学習支援」をキーワードとして，世界的に隆盛しているラーニング・コモンズ。本書は，特に先
進的な試みを行っている国内外の実例を多数紹介し，その現状を検討している。学生の自発的学習を
促す「よいラーニング・コモンズ」の条件とは何か。「学びの空間」を考える本格的論考集。 

  

RDA ―資源の記述とアクセス : 理念と

実践― 

同時1アクセス(本体) ¥18,150 

同時3アクセス(本体) ¥27,225 

著編者名 Barbara B. Tillett 冊子版ISBN 9784883672332  

発行年 2014 商品コード 1022111548 

RDAの理解と，実際の書誌情報の記録作業に役立つ解説・自習書。伝統的な図書館資料にとどまらな
い，あらゆる情報資源組織化の理論的基盤を概説している。図書館の実務家や図書館情報学の研究
者のみならず，情報関連分野の研究者や学習者に有用な書。 

  

児童文学概論 新版 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

著編者名 原 昌 冊子版ISBN 9784883670246  

発行年 1988 商品コード 1022111544 

本書は，子どもたちが，隣人に対して大きな愛を持ち，美や希望や勇気といった人間の豊かな情操を培
うのは，人間愛にあふれた児童文学だという信念で，最新の知見を盛り込み，執筆されている。童話や
小説などの作者の熱意や背景などを知ることにより，さらに子どもたちへの愛情が湧いてくるであろう。 

好 評 配 信 中 


