
         

図書館情報学関連の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

図書館情報学  

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選26タイトル 

同時アクセス1： 

 215,972円(税込) 

同時アクセス3： 

 323,964円(税込) 
※1点からご購入可 
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

税込価

同時

アクセス2

税込価

同時

アクセス3

税込価

著者 ISBN

電子書籍と電子ジャーナル KP00004413 勉誠出版 201411 PDF ¥4,276 - ¥6,415

日本図書館情報学会研究委員会【編】 9784585205012

情報の評価とコレクション形成 KP00004414 勉誠出版 201510 PDF ¥4,276 - ¥6,415

日本図書館情報学会研究委員会【編】 9784585205029

メタデータとウェブサービス KP00001288 勉誠出版 201611 PDF ¥4,276 - ¥6,415

日本図書館情報学会研究委員会【編】 9784585205036

学校図書館への研究アプローチ KP00001249 勉誠出版 201711 PDF ¥4,276 - ¥6,415

日本図書館情報学会研究委員会【編】 9784585205043

公共図書館運営の新たな動向 KP00016569 勉誠出版 201811 PDF ¥4,276 - ¥6,415

日本図書館情報学会研究委員会【編】 9784585205050

改訂　図書館概論 KP00007530 樹村房 201708 PDF ¥7,128 - ¥10,692

高山正也/岸田和明【編著】 9784883672714

図書館制度・経営論 KP00007531 樹村房 201312 PDF ¥7,128 - ¥10,692

糸賀雅児/薬袋秀樹【編集】 9784883672028

図書館情報技術論 KP00007532 樹村房 201403 PDF ¥7,128 - ¥10,692

杉本重雄【編集】 9784883672035

図書館サービス概論 KP00007533 樹村房 201204 PDF ¥7,128 - ¥10,692

宮部賴子【編集】 9784883672042

情報サービス論 KP00007534 樹村房 201204 PDF ¥7,128 - ¥10,692

山﨑久道【編集】 9784883672059

児童サービス論 KP00007535 樹村房 201210 PDF ¥7,128 - ¥10,692

植松貞夫/鈴木佳苗【編集】 9784883672066

改訂　情報サービス演習 KP00007536 樹村房 201612 PDF ¥7,128 - ¥10,692

原田智子【編著】 9784883672677

図書館情報資源概論 KP00007537 樹村房 201207 PDF ¥7,128 - ¥10,692

高山正也/平野英俊【編集】 9784883672080

12

ウェブ情報資源、レファレンスブックスの全面的な見直しを行い、演習問題も更新した改訂版。情報発信時代の図

書館に必要な情報サービスを、実践的に学ぶことができるように編集した。

13

図書館情報資源について、伝統的な文字による記録から、映像・音響、さらには印刷・出版から電子・ネットワーク

情報資源まで幅広く、現在から近未来へ至る変遷を含めて概観し、図書館での取り扱いに言及。また、図書館コレ

クションの編成・構築の在り方、情報資源のライフサイクルにおける図書館の位置づけを明らかとした。

9

図書館サービスを行うには図書館の背景を効果的に反映した理論・思想が必要である。すべての人々が図書館を

媒介として必要な知識・情報を入手し、それによって豊かな生活を享受できるようになるためには図書館は何をすべ

きか、読者が考えを深めていけるように配慮して記述した。

10

図書館における情報環境の変化、情報サービスの意義、種類と特徴、レファレンスサービスの運営方法・課題、デー

タベースでの検索、情報資源の特質や構成・種類、発信型情報サービス、利用者教育の動向について記述した。

図書館の環境条件の把握と、適切な情報サービスを構想する力を身につけることができるよう編集。

11

児童サービスの理論面、技術面や実践面に関する基礎的な内容、および現状と課題を体系的に解説した一冊。

市立図書館でのサービスの実例、学校図書館の現状についても紹介した、児童サービスにおける学習支援への理

解を深めることができる内容となっている。巻末には、豊富な資料を掲載した。

6

司書は、日本の図書館を指導・管理するための専門職である。本書は、司書の知的基盤である、図書館の意義や

機能、種類、史的発展、図書館組織の運営、図書館専門職の条件、さらには図書館情報学の関連・類縁学術

分野の理論の紹介等、図書館情報学の内容をあるべき水準で習得できるよう記述した。改訂にあたっては、図書

館を取り巻く環境の変化に対応し、記述内容の更新・向上を図った。

7

図書館の「制度」と「経営」というきわめて実務的な内容を、最新の法規や基準の紹介と図書館経営の具体例を随

所に織り込みながら平易に解説。司書資格取得のためのテキストとしてはもちろん、図書館の実務経験を積んだ有

資格者の学び直しにも有用な書。文部科学省「これからの図書館の在り方検討協力者会議」の主査・副主査の

先生方編集による万全を期した内容構成で、新しい「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」にも対応。

8

ネットワークが情報流通の基盤となっている現代では、図書館においても情報技術を活用した上質なサービスを提供

することが求められている。本書では、コンピュータやネットワーク等の基本的な事項はもちろん、図書館業務や情報

検索等の情報サービスの場面で必要となる技術についても解説。図書館情報技術の未来について考える力を養う

ことを目標に記述している。

NO 書影

内容紹介

1

図書館職員、学生、研究者必携！図書館情報学の最先端を、わかりやすく基礎から学ぶ。読書の新たな可能性

を切り拓く「電子書籍」、いまや研究者の必需品となった「電子ジャーナル」。図書館の枠組みに大きく影響を与える

新メディア、その基礎的な技術からメリット・デメリット、図書館における利活用のあり方まで丁寧に解説する。

2

正しい情報を得るための羅針盤は？氾濫するデータの海を泳ぐために、図書館情報学が導き出す理論。情報化社

会を生きる現代人に必須の「評価基準」とは何か。人々や図書館は、情報をどのように選択し、「コレクション」をどの

ように構築しているのか…。理論から実践・実例までを備えた、基礎的テキストの決定版。

3

データを管理・展開するためには、この最先端の知識が必要である。ウェブサービスがもはや生活・研究のインフラと

なって久しいが、情報資源の多様化やメタデータの作成環境の発展がそのサービスに大きな変化をもたらしている。メ

タデータによる書誌的記録管理や国際規格の現在を探り、検索エンジンやクラウド・コンピューティングの可能性を知

る。Europeana、CiNii、Google、Amazon…その基盤と展開。

4

より能動的な学校図書館へ―学習情報センター化・読書センター化へ向けて激動する学校図書館の現状。2001

年、子どもの読書活動の推進に関する法律　2005年、文字・活字文化振興法　2014年、学校図書館法改正

2016年、学校図書館ガイドライン。近年の動きとともに多様化する学校図書館のありかた。司書教諭や学校司書

など実務者まで含めた執筆陣が、個別具体的な研究の最前線を紹介する。

5

公共図書館の転換点　　2000年代以降、公共図書館の運営には大きな変化が見られる。その背景には、情報

通信技術の進展、図書館への各種経営手法の導入、国・地方公共団体の財政のひっ迫、そして両者の関係性

変化など、様々に複合する要因がある。「わかる！図書館情報学シリーズ」の最終巻にあたる本書では、これから公

共図書館が大きな転換点を迎えるにあたって広く議論されるべき課題を提示し、現場の図書館員や図書館情報学

の学習者に向けて概論的に紹介する。評価制度、指定管理者制度、正規・非正規、専門、民間など多様な立場

からなる図書館組織、住民との「協働」、通信技術の変化にともなう個人情報の扱い方、利用の変化からみた「建

築」のあり方や老朽化など、公共図書館が今後直面する問題を共有し、考えるための一冊である。
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改訂　情報資源組織論 KP00007538 樹村房 201603 PDF ¥7,128 - ¥10,692

田窪直規【編著】 9784883672592

改訂　情報資源組織演習 KP00007539 樹村房 201703 PDF ¥7,128 - ¥10,692

小西和信/田窪直規【編著】 9784883672806

図書・図書館史 KP00007540 樹村房 201204 PDF ¥7,128 - ¥10,692

佃一可【編集】 9784883672110

図書館施設論 KP00007541 樹村房 201403 PDF ¥7,128 - ¥10,692

植松貞夫 9784883672127

世界のラーニング・コモンズ KP00007549 樹村房 201503 PDF ¥12,117 - ¥18,176

溝上智恵子【編著】 9784883672417

図書館・情報学研究入門 KP00009820 勁草書房 200510 PDF ¥10,454 - ¥15,681

三田図書館・情報学会【編】 9784326000302

大学図書館経営論 KP00009763 勁草書房 201111 PDF ¥10,216 - ¥15,325

加藤好郎 9784326000364

大学図書館専門職員の歴史 KP00009642 勁草書房 201601 PDF ¥22,928 - ¥34,452

利根川樹美子 9784326000418

文化情報資源と図書館経営 KP00007081 勁草書房 201502 PDF ¥14,731 - ¥22,096

柳与志夫 9784326000395

続・情報基盤としての図書館 KP00009828 勁草書房 200402 PDF ¥9,504 - ¥14,137

根本彰 9784326098293

地方自治と図書館 KP00009732 勁草書房 201612 PDF ¥8,910 - ¥13,424

片山善博/糸賀雅児 9784326050178

知識資源のメタデータ　第２版 KP00009671 勁草書房 201603 PDF ¥13,068 - ¥19,602

谷口祥一/緑川信之 9784326000425

図書館を変える! ウェブスケールディスカ

バリー入門
KP00013722

発行：ネットアドバンス／

出版：出版ニュース社

201601 PDF ¥7,128 - ¥10,692

飯野勝則 9784785201562

24

民主主義社会における図書館のミッションとは？市民の自立支援に向けて図書館や司書が果たすべき役割と可能

性について、鳥取県知事・総務大臣を務めた地方自治の泰斗片山と、図書館政策論の第一人者糸賀が、地方

自治、地域づくりの観点から縦横に論じ合う！

25

知識資源（情報資源）の組織化をめぐる環境の変化に対応して、体系的な説明で好評を得た初版に最新情報

を追加・解説する。図書館情報学にかかわるすべての人に有益な一冊。

26 既に国内大学の14%が導入している、図書館の情報資源をGoogleのように一括で検索できるシステム、ウェブス

ケールディスカバリー(以下ＷＳＤ)。本書は海外製品しかないWSDの「日本化」に挑戦した現役大学図書館員に

よる入門書。ＷＳＤの基礎知識はもちろん、図書館におけるクラウドサービスやビッグデータの活用、そして日本の図

書館&図書館員の未来像についても解説。次世代の図書館員を目指すなら必携の書。

21

国際水準での大学改革には、大学図書館機能の高度化と情報専門職の設置が不可欠である―それはなぜなの

か。課題の解決を妨げてきた諸要因の歴史的解明が、現在の課題を解くカギとなる。

22

「市民による公共的知識へのアクセスの保障」を求めて。文化情報資源とアーカイブの整備を通じた、日本の公共的

知識基盤の形成に向けて、図書館での実務経験にもとづき、政策論を展開する。

23

わが国の公共図書館は、その社会的効果が何であるのかが真剣に問われる機会がないままに、ここ三〇年間純粋

培養されてきた。それが、近年いきなり文化の表層の議論に引き上げられて論じられるようになったばかりか、経済的

な効果まで論じられようとして、図書館関係者を面食らわせている。これに対して本書では、ベストセラー提供や電子

図書館のような最近の話題に加えて、選書論や地域資料、レファレンスサービスのように古くからあるテーマを再検討

することで、著者なりの図書館像を示した。

18

「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。

19

文献によって最新動向とテーマを紹介、研究の臨場感が味わえる。初学者、若手研究者、図書館・情報サービス

実務家のための役に立つ情報源。

20

図書館は動的な組織であり、生きた戦略が必要である。経営論の基礎を押さえながら、よりよい図書館経営とは何

かを考える。ライブラリアンを目指す人のための入門テキスト。

15

『日本十進分類法』新訂１０版に対応した改訂版。情報資源組織の理論を実践的に身につけるための教科書。

初版の方針を踏襲し、各章の演習問題は、関連の参考図書がなくても解くことができるように作成。シリーズ第９巻

『改訂 情報資源組織論』と連携を図っている。

16

図書館・情報施設に携わるものは、図書館の成り立ちを知り、自己の立ち位置を把握する必要がある。図書館の

歴史理解のため に、「知識の集積」の変遷に着目して古代・中世・近世・近・現代のわが国における、「知識」「図

書館」の輸入と発展について、時代背景を含めて記述した。

17

図書館活動・サービスを展開する“器”である図書館施設。その図書館施設について、地域計画、建設計画、構成

要素等を解説した一書。司書資格取得を目指す学生に限らず、実際に建築の必要性に直面している図書館長

や職員、教育委員会はじめ行政関係者、図書館建築に興味・関心を持つ人々など、幅広い読者を想定して記述

した。

14

初版刊行後５年の間に、情報資源組織の世界で起こった種々の動きを反映した改訂版。NDC新訂10版への対

応、RDAへの踏み込んだ言及、書誌情報・典拠情報のLOD化についての解説に加え、MARCフォーマットに代わる

ものとして提案されているBIBFRAMEについても触れ、最新の内容としている。わかりやすい記述とともに各章間の

連携にも十分配慮した、初学者向けテキストの決定版。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


