
■美しい図書館・図書館建築■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

日本の最も美しい図書館 = BEAUTIFUL LIBRARY OF
JAPAN

立野井一恵 文 エクスナレッジ 2015.5 UL55-L14

世界の図書館 : 美しい知の遺産 ジェームズ・W・P・キャンベル 著 河出書房新社 2014.10 UL51-L6
世界の夢の図書館 : 37 Wonderful Libraries around
the World

- エクスナレッジ 2014.1 UL51-L3

世界図書館遺産 : 壮麗なるクラシックライブラリー23
選

ジャック・ボセ 著 創元社 2018.5 UL51-L11

世界の図書館 (21世紀ガイド図鑑) ビャーネ・ハマー 著 ほるぷ出版 2016.10 YP21-L3
世界の不思議な図書館 アレックス・ジョンソン 著 創元社 2016.4 UL51-L9
日本の図書館建築: 建築からプロジェクトへ 五十嵐太郎, 李明喜 編 勉誠出版 2021.3 UL521-M7
日本図書館協会建築賞作品集 : 図書館空間の創造 :
1985-2006

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

日本図書館協会 2007.12 UL521-J2

Contemporary library architecture : a planning and
design guide

Ken Worpole Routledge 2013 UL521-B41

家具でつくる本の空間 藤江和子アトリエ 著 彰国社 2016.9 UL525-L4

■各国の図書館■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

The book of the British Library Michael Leapman British Library 2012 -

未来をつくる図書館 : ニューヨークからの報告 (岩波
新書)

菅谷明子 著 岩波書店 2003.9 UL261-H4

フランス図書館の伝統と情報メディアの革新 日仏図書館情報学会 編 勉誠出版 2011.4 UL121-J1

ドイツの図書館 : 過去・現在・未来
ギーセラ・フォン・ブッセ, ホルス
ト・エルネストゥス 原著

日本図書館協会 2008.8 UL125-J1

イタリアの図書館 宍道勉 著
今井書店鳥取出
版企画室

2008.7 UL133-J1

オランダ公共図書館の挑戦 : サービスを有料にするの
はなぜか?

吉田右子 著 新評論 2018.9 UL139-L1

文化を育むノルウェーの図書館 : 物語・ことば・知識
が踊る空間

マグヌスセン矢部直美, 吉田右子, 和
気尚美 著

新評論 2013.5 UL151-L1

デンマークのにぎやかな公共図書館 : 平等・共有・セ
ルフヘルプを実現する場所

吉田右子 著 新評論 2010.11 UL252-J4

読書を支えるスウェーデンの公共図書館 : 文化・情報
へのアクセスを保障する空間

小林ソーデルマン淳子, 吉田右子, 和
気尚美 著

新評論 2012.9 UL252-J6

フィンランド公共図書館 : 躍進の秘密
吉田右子, 小泉公乃, 坂田ヘントネン
亜希 著

新評論 2019.11 UL252-M1

■全国の図書館の取り組み■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

まちづくりと図書館 : 人々が集い、活動し創造する図
書館へ

大串夏身 著 青弓社 2021.4 UL244-M44

図書館・まち育て・デモクラシー : 瀬戸内市民図書館
で考えたこと

嶋田学 著 青弓社 2019.9 UL11-M6

これからの図書館 : まちとひとが豊かになるしかけ 谷一文子 著 平凡社 2019.11 UL11-M8
ちょっとマニアックな図書館コレクション談義 内野安彦 編著 大学教育出版 2015.11 UL615-L4
つながる図書館 : コミュニティの核をめざす試み 猪谷千香 著 筑摩書房 2014.1 UL55-L7

ミニ展示「図書館の本」資料リスト



■専門図書館・色々な図書館■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

専門図書館探訪 : あなたの「知りたい」に応えるガイ
ドブック

青柳英治, 長谷川昭子 共著 勉誠出版 2019.10 UL314-M3

課題解決のための専門図書館ガイドブック
専門図書館協議会私立図書館小委員
会 編

読書工房 2020.8 UL314-M8

病院図書館の世界 : 医学情報の進歩と現場のはざまで 奥出麻里 著
日外アソシエー
ツ

2017.3 UL311-L2

刑務所図書館 : 受刑者の更生と社会復帰のために 中根憲一 著 出版ニュース社 2010.3 UL441-J2
本棚の中のニッポン = Japanese Studies Libraries in
the World : 海外の日本図書館と日本研究

江上敏哲 著 笠間書院 2012.5 UL311-J4

日本占領期の学校図書館 : アメリカ学校図書館導入の
歴史

今井福司 著 勉誠出版 2016.5 UL374-L89

戦国の図書館 新藤透 著 東京堂出版 2020.9 UM11-M9

■図書館の歴史■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

図説図書館の歴史 スチュアート・A.P. マレー 著 原書房 2011.12 UL51-J8
図書館史 和田万吉 著 慧文社 2008.8 UL51-J3
図書館の日本史 新藤透 著 勉誠出版 2019.1 UL55-M1
公共図書館の冒険 : 未来につながるヒストリー 柳与志夫, 田村俊作 編 みすず書房 2018.4 UL244-L172

日本の図書館の歩み : 1993-2017
日本図書館協会『日本の図書館の歩
み:1993-2017』編集委員会 編

日本図書館協会 2021.3 UL55-M16

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号
図書館のしごと = HOW LIBRARY WORKS IN JAPAN
: よりよい利用をサポートするために / 第2版

川戸理恵子, 小林卓, 中山愛理 監修 ;
国際交流基金関西国際センター 編著

読書工房 2021.8 UL55-M20

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 日本図書館協会 2019.5 UL731-M3
プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情報」の見つ
け方

 入矢玲子 著
日外アソシエー
ツ

2020.10 UL41-M11

スキルアップ!情報検索 : 基本と実践 新訂第2版 中島玲子, 安形輝, 宮田洋輔 著
日外アソシエー
ツ

2021.1 UL41-M14

レファレンスブックス = Reference Books : 選びか
た・使いかた 4訂版

長澤雅男, 石黒祐子 共著 日本図書館協会 2020.6 UL731-M8

れふぁれんす百題噺 槇盛可那子, 樋渡えみ子 編著 日本図書館協会 2020.6 UL731-M9
100万回死んだねこ : 覚え違いタイトル集 福井県立図書館 編著 講談社 2021.10 UL731-M12

図書館を12倍楽しく利用できる本 : book guide 2012 小樽商科大学附属図書館 編
小樽商科大学附
属図書館

2012.12 UG61-L1

司書が書く図書館員のおすすめ本
日本図書館協会図書紹介事業委員会
編

日本図書館協会 2021.3 US61-M100

レファレンスと図書館 : ある図書館司書の日記 大串夏身 著 皓星社 2019.11 UL731-M6

■児童文学・読み聞かせ■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

絵本図書館 : 世界の絵本作家たち 新装版 光吉夏弥 著, 梶基樹 編 ブックグローブ社 2012.4 KC511-J112
よみきかせのきほん : 保育園・幼稚園・学校での実践
ガイド

東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 2018.1 FC32-L1624

おはなし会プログラム : 季節別・年齢別 : 厳選プログ
ラム116本収録

「この本読んで!」編集部 編
NPO読書サポー
ト

2008.6 UG71-J14

テーマ・ジャンルからさがす児童文学 = An Index of
Children's Literature:references by themes and
genres 2019

DBジャパン 編集 DBジャパン 2021.2 KG1-M69

■図書館サービス・レファレンス・文献検索■



■論文執筆■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して
論理的な文章を書く

西川真理子, 橋本信子, 山下香, 石黒
太, 藤田里実 著

晃洋書房 2017.4 UC813-L51

レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方 藤田節子 著
日外アソシエー
ツ

2009.4 UC813-J18

大学一年生の文章作法 山本幸司 著 岩波書店 2014.12 KF151-L59
理系のためのレポート・論文完全ナビ 新版 見延庄士郎 著 講談社 2016.2 M112-L37

■司書■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

図書館員をめざす人へ = For Prospective Librarians 後藤敏行 著 勉誠出版 2016.3 Y51-L1535
司書になるには 森智彦 著 ぺりかん社 2016.10 Y55-L5460
司書のお仕事 : お探しの本は何ですか? 大橋崇行 著, 小曽川真貴 監修 勉誠出版 2018.4 UL515-L6
司書のお仕事 2 大橋崇行 著, 小曽川真貴 監修 勉誠出版 2020.11 UL515-M6
人物図書館 : ひとはだれでも一冊の本である 坂口雅樹 編著 郵研社 2019.2 UL515-M1

■国立国会図書館■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

デジタル時代の国立国会図書館 : 1998-2018 : 国立国
会図書館七十年記念館史

国立国会図書館七十年記念館史編さ
ん委員会 編集

国立国会図書館 2021.3 UL214-M1

国立国会図書館関西館事業記録
国立国会図書館関西館事業記録編集
委員会 編

国土交通省近畿
地方整備局営繕
部

2002.8 UL521-H4

国立国会図書館関西館の建築 陶器二三雄 著 丸善出版事業部 2003.5 UL521-H3

国際子ども図書館事業記録集 : 明治の煉瓦建築「旧帝
国図書館」の保存と再生

-
国土交通省関東
地方整備局営繕
部

 2002.3 UL521-H5

よりすぐり国立国会図書館 = The best of National
Diet Library's digital library collections 改訂版

国立国会図書館 編 国立国会図書館 2018.10 UP74-L17

コロナ時代のソーシャルメディアの動向と課題
国立国会図書館調査及び立法考査局
編集

国立国会図書館 2021.3 DK411-M380

■図書館の自由■
タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

図書館の自由委員会の成立と「図書館の自由に関する
宣言」改訂

塩見昇 著 日本図書館協会 2017.12 UL11-L53

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

日本図書館協会 2008.9 UL11-J11

「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

日本図書館協会 2005.12 UL1-H5




