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　ICT環境の発展, 法令や流通の変化,国際化の進展など

に伴って生じてきた情報の管理・提供に関する様々な課題

を,人文・社会科学から情報科学に跨る様々な知を統合して

解決し,ユーザーの視点に立った情報の管理・提供を実現

する,高度な情報専門職の養成を目的として,平成23年4月

にライブラリーサイエンス専攻修士課程が開設され,平成

25年4月に同専攻博士後期課程が開設されました.

　本専攻には,図書館情報学やアーカイブズ学など,情報の

管理・提供そのものに関する学問分野を専門としてきた教

員だけでなく,情報科学や法学等の関連分野を専門とする

教員もいます.このような教員団により,情報の管理・提供

に関する複合的な課題を解決するための多様な知の教授,

多様な分野の視点からの指導を目指しています.

　修士課程の特徴的な授業科目として,課題を自ら設定し,

その解決に取り組む実践的演習「PTLⅠ・Ⅱ」があります.

　本演習において,「公文書館のEAD利用のためのマニュ

アルの提案」,「再利用を考慮した大学業務文書の管理法　

－九州大学における文書管理の現状と課題－」,「特定主題

に関する情報の一元提供　―長崎「原爆」資料と山本作兵

衛コレクションを題材として―」,「目録作成における課題の

抽出と解決案　―九州大学文書館資料を事例として―」な

どの興味深いテーマが主体的に進められています.また,博

士後期課程では,個人ベースのアーティスト活動を支援する

ICT技術の利用法に関する研究を始めとして個性的な研究

が進められています.

　私自身の専門は自然言語処理ですが, 本専攻を担当する

ようになり,他の教員や学生からの刺激により,研究の幅が

広がったように感じています.今後入学して来る学生の方に

も,修了時にそのように感じてもらえると信じています.

ライブラリーサイエンス
専攻長

冨浦　洋一

様々な知を統合して解決し,
ユーザーの視点に立った情報の管理・提供を実現する,
ライブラリーサイエンス専攻修士課程
その1年間の取り組みをご報告します

●専攻長挨拶
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　本専攻での教育・研究内容に関連した課題で, 本

専攻の冨浦教授が科研費基盤研究(A)に採択になり

ました（同じく本専攻の石田准教授が研究分担者で

す）. ここではその概要を紹介します.

　Google等のWeb検索エンジンを用いた日常的な

検索では, 多くの場合, 検索語による検索で必要とす

る情報を入手できます. たとえば,夕飯のおかずとし

て, 健康のために, βカロチンを多く含む食材を知り

たいとしましょう. これをWeb検索で調べる場合, 検

索語を「βカロチン 食材」としても「カロチン 野菜」と

しても, 幾つかの関連するWebページを容易に見つ

けることができるでしょう. 検索者はβカロチンを多

く含む食材を網羅的に求める必要はないので, 幾つ

かの関連するWebページを見つけるだけで十分満足

します.

　一方, 学術情報検索の場合は状況が全く異なりま

す. たとえば, 人工生体膜を用いた味覚センサーに関

する研究を行っている研究者が, 自身の手法の新規

性を確認するために関連する論文を調査したいとし

ましょう.「味覚センサー 人工生体膜」が検索語の候

補として考えられますが, これで CiNii（国立情報学

研究所が運営する論文等の学術情報データベース）

を検索しても, ヒットする論文はありません（平成28

年1月18日現在）. 仮に, 別の限定的な検索語でヒッ

トする論文があったとしても, 情報要求を検索者自身

が言語化した限定的な検索語では, 検索対象の論文

でそのような表現が使われているとは限らないため,

関連する重要な論文を漏らしてしまう危険性があり

ます. 新規性を確認するというような目的で論文調

査をする場合は, このような検索漏れを極力避ける

必要があります. しかし, もっと一般的な検索語「セ

ンサー　膜」で検索してみると, 3,650件もの論文が

ヒットしてしまいます（平成28年1月18日現在）. これ

らすべてに対してタイトルあるいはアブストラクトを

確認して, 論文を読むかどうかを判断するのは検索

者にとって大変な作業です.

　ところで, 調査目的や研究分野といった検索の状

況によって, 読むべき論文を特定するのに効果的な

情報は異なります. たとえば, 研究終盤で, 自身の開

発した手法の新規性の確認をしたい場合は, 当該の

ユーザーの視点に立った高度な
学術論文検索支援に関する総合的研究
冨浦 洋一 (九州大学大学院システム情報科学研究院 教授)

論文で扱っている「課題」や「解決法」を表す表現が読

むべき論文を特定するのに効果的と予想されます.

一方, 自身の研究の位置づけを補強したい場合は,

意義や効果を表す表現も論文特定にとって重要とな

るでしょう. また, デバイス系の研究分野では製造法

や物質名等が重要な情報に着目するでしょうし, 人工

知能の分野ではアルゴリズムやデータ（知識）等に着

目するでしょう.

　本課題は, 以下のような学術論文の検索支援シス

テムの開発を目指しています.

(1) 検索漏れを防ぐため, 検索者（ユーザー）に一般

的な検索語を入力してもらい, システムは, これを用

いて論文検索を行い書誌情報（表題, 著者, アブスト

ラクトなど）の集合を求めます.

(2) 検索者に情報要求を表す疑似アブストラクトを入

力してもらい, システムはこれを用いて, 情報要求を

満たす可能性がある論文を絞り込みます.

(3) 検索者に論文調査目的や研究分野などの検索状

況を入力してもらい, システムは, 入力された検索状

況に基づいて, 読むべき論文を特定するのに効果的

な表現を強調して, 上記で求めた候補の論文を提示

します.

　上記(2)の「情報要求を表す疑似アブストラクト」は,

求めようとしている論文に想定されるアブストラクト

であり, 論文調査目的によっては, 検索者が書こうと

している論文のアブストラクトの場合もあります. (2)

での論文の絞り込みは, 基本的には入力された「情報

要求を表す疑似アブストラクト」と(1)の検索結果のア

ブストラクトとの類似性に基づいて行われますが, 類

似の内容を表す異なる語の影響を抑えるためトピッ

ク分析を行い, この結果を利用して類似度を求めま

す. 本研究では, すでに提案されているトピック分析

のための統計モデルを利用するだけでなく, 本研究

の目的に合った統計モデルの開発も行う予定です.

　現在, 一応(2)まで終わっていますが, まだ絞込み

精度が十分ではありません. 精度をさらに向上させ

るためには, 情報要求を表す疑似アブストラクトと検

索結果のアブストラクトとの類似度に, アブストラク

トにおける語の重要度を反映させる必要があると考

えています. このため, 論文アブストラクトにおける

語の重要度の推定手法の開発に向けた調査・分析を

本専攻の修士１年生（指導教員 冨浦）が担当して行っ

ています.

　また, 検索の状況に応じた読むべき論文を特定す

るのに効果的な（アブストラクト中の）情報に関する体

系的な調査は, 研究分担者の石田が担当しています

が, 本専攻の修士１年生（指導教員 石田）もこの調査

を共同して行っています.

Annual Report　2015/2016Annual Report　2015/2016

研究期間    　 平成27～30年度　　

直接経費    　 3,020万円　

間接経費   　 　906万円

研究代表者　　 冨浦洋一（九州大学）

研究分担者　　 相澤彰子（国立情報学研究所）

　　〃　　　　 難波英嗣（広島市立大学）

　　〃　　　　 石田栄美（九州大学）　

ユーザーの視点に立った高度な学術論文
検索支援に関する総合的研究

日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(A)
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　熊本県総務部総務私学局県政情報文書課から, 第

三者評価委員として「廃棄しようとする行政文書ファ

イルが歴史公文書の選別基準に適合するか否かを確

認するため, 一覧表によるチェックを行い, 不明なも

のについては, 廃棄対象行政文書ファイルの現物を確

認」してほしいという趣旨の相談を受けました.「最初

から高い理想を求めてはいけない. 赤ちゃんに100

メートル走れというのは無理な話で, よちよち歩きで

十分である. 」という愚論に共鳴いただき, 受託研究の

話がとんとん拍子ですすみました. 平成24年から継続

して受託研究「行政文書の廃棄に係る歴史公文書の

選別基準に関する研究」を行うことになり,今日に至っ

ています.

　熊本県蒲島知事が米国留学時に経験した米国の膨

大な公文書との遭遇がなければ, 外部から第三者評

価委員を入れ,「120％の情報公開」という知事の発想

自体も生まれなかったでしょう. 行政機関の意思決定

のプロセスを国民や県民に示し, 公文書を歴史文書と

して選別して残すことで, 説明責任を果たすことがで

きること, さらに県庁職員にとっても「職務に対する誇

りと責任を明確化」（蒲島知事の考え方）という使命も

果たすことができるという,すばらしさに目を向ける

べきでしょう. 自分の職責に対する自信や誇りにもつ

ながるでしょう.

　私にとって統合新領域学府ライブラリーサイエンス

専攻の大学院生と一緒に現用の行政文書の廃棄・選

別作業に実際に従事できることは, かけがいのない貴

重な経験であり, アカデミックな目を通して, これから

都道府県や市町村の行政文書をどのような基準で残

すのか, 歴史公文書として何を選別するのかという,

キャッチアップが必要な日本への指針や方向性を具

体的に提言するための知識と経験を学べる実践の道

場でありました.

　少しでも効率よく廃棄選別をルール化するために,

基準表を策定して, ある程度のマニュアル化が必要に

なります.今一点一点のファイルを確認するという作

業と基準表の完成度（ルール化と廃棄選別までの見

通し）を高めるという作業に取り組んでいます. 重要で

あろう委員会や政策ごとに一括して残す方向で基準

表の完成度を高めるのが今後2年間の課題だと考え

ています. 熊本県庁職員との意見交換が大切で,「職

員一人ひとりが, 行政文書の作成, 分類, 保存, 廃棄の

ライフサイクルを意識する. 」ということが, 基準表の

質の向上には欠かせないと感じています. 語り合うこ

とで互いの信頼を高め, どのような行政文書が熊本県

の「組織の活性化」にも寄与し, 県民への情報提供量

を飛躍的に向上につながるのか, 真摯に取り組みます.

　蒲島知事の先進的な考え方が全国に広まり, 貴重

な公文書を残し, 将来の政策に役立つことを夢見てい

ます.

　九州大学大学文書館(以下, 大学文書館)は, 2011年

4月,「公文書等の管理に関する法律」に基づき, 全国

の9施設とともに,「国立公文書館等」の施設として内

閣総理大臣の指定を受けました. アーカイブズには親

組織の資料を中心に資料を移管・保存する「組織アー

カイブズ」と, 個人や関係団体等の資料を収集する

「収集アーカイブズ」がありますが, 大学文書館は前者

に力点を置いた活動を行っています.その意味でも親

組織である九州大学の歴史についての研究・教育に

は力を入れており,ライブラリーサイエンス専攻では,

大学文書館を法人文書の移管・評価選別・整理・保

存・公開活動の実習や, 資料調査等に活用しています.

熊本県の特定歴史公文書の選定と
行政文書（公文書）の廃棄
－「第三者評価委員」としての評価選別－
三輪 宗弘 (九州大学附属図書館付設記録資料館 教授)
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大学史, 大学文書館
折田 悦郎 (九州大学大学院人文科学研究院 大学文書館 教授)

　社会集団のアイデンティティとそれを支えるアーカイブ

に関心を持っています. 近年は自治体史編纂過程での家

文書の整理・翻刻作業を通じ,その課題に取り組んでい

ます. 福岡市史編纂での素材は, 江戸時代の大名家臣や

領民の史料です. 家臣たちは自らの格・職の維持・向上を

めざし先祖由緒史料を伝来させ, 日々の公務を記録しま

す. 引継史料をアーカイブする庄屋の村政運営は生活の

具体相といえ, 授業では, これらの史料講読を実践中で

す. 佐賀県近世史料編纂では佐賀藩領内の寺院・神社史

料をみます, 神仏習合と世俗化のなか実体掌握を目指す

領主側と,それへの対応および宗教組織の独自性保持に

向け史料アーカイブする寺社側の関係が興味深いです.

近世社会集団とアーカイブ
高野 信治 (九州大学大学院比較社会文化研究院 教授)

　九州大学には, 近代以前の古書籍が豊富に収蔵さ

れており,その数は全国屈指と言えます. 江戸時代に

書写・出版された本が中心の「文庫」もその一つ. 文

化功労者の中野三敏・本学名誉教授の収集にかかる

もので, 約五千タイトルに及びます. 私は六年にわ

たって, 本文庫の調査・研究を続けてきました. 古書

籍の書誌的特徴を正確に記述するには, 近代書誌学

とはまた別個の知識や技術が必要となってきます. ま

ずは古書籍を取り扱う能力を身に着け, 次にそれらを

どのように目録化し, どのように保存し, どのように公

開していくべきか. 私は雅俗文庫を中心に,そういっ

た問題に取り組んでいるところです.

近代以前の書誌学
川平 敏文 (九州大学大学院人文科学研究院 准教授)
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　研究室のスローガンは,「データ＊目的＊技術」と体

力です. 文書群を「データ」として, 具体的な「目的」に

応じて, 意味のある情報を抽出する「テキストマイニ

ング技術」の研究を行っています. 例えば, これまで,

診療記録から長期入院患者の特徴抽出, 営業日報か

ら営業マンの売上推定, 学生の授業コメントから成

績予測, 万葉集と古今集の自動識別,Web健康情報

の信頼性評価, 有価証券報告書から企業の比較, 倒

産情報から倒産理由抽出, 特許情報から研究組織の

構造推定などの研究を行い, 国際会議やジャーナル

あるいは特許として発表してきました.

　研究の手順としては, まず, 対象の文書群について

の専用検索エンジンを作り, 分析観点を色々切り換

え, 数万回の検索を自動的に繰り返します. 結果は統

計的に集計したり, 機械学習で分類したり, 特徴語の

関連を可視化したりします. 計算機の力を借りて, 人

手では容易に実現できない, 文書データの深い理解

を目指しています.

Annual Report　2015/2016

情報検索とテキストマイニング
情報の組織化・分類・検索

情報の提供・利用
廣川 佐千男 (九州大学情報基盤研究開発センター 教授)

　私の専門は機械学習・データ解析です. 機械学習と

は, データから有用な規則を計算機によってどのよう

に得るか？を研究する分野です. 中でも私はオンライ

ン予測と呼ばれる（商品推薦・広告選択のような）逐

次的な予測問題に取り組んできました.今年度, 我々

のグループでは順序に関するオンライン予測手法を

開発し, 理論的な性能保証を与えました（成果の１つ

は機械学習理論のトップ 国際会議COLTで発表）. 順

序の予測はスケジューリングや商品推薦など幅広い 

応用が期待されます.

　近年, 図書館の役割は大きく変わりつつあります.

研究者の論文の公開基盤としての役割（機関レポジト

リ）や研究データの維持・公開・管理（オープンデー

タ）, また, それらの公開データを活かした科学研究

（オープンサイエンス）の推進など, 新しい役割が図書

館に求められています. これらの課題も含めて, 情報

科学のアプローチに基づいた図書館の新たな側面開

拓に取り組んでいます.

機械学習・データ解析,
オープンサイエンス
畑埜 晃平  (九州大学附属図書館 准教授)

　図書館情報学に関するゼミは, 石田と渡邊による

合同ゼミとして活動しています.ゼミに参加する学生

は, 博士論文や修士論文のための自身の研究を進め

ながら, 教員や他の学生とともに共同研究も行ってい

ます. 共同研究という形をとるのは, 研究課題をどの

ように設定するか, どのようなアプローチでそれを解

いていけばよいのか, 得られた結果やデータをどのよ

うに解釈すればよいのかなど, 研究に必要なスキルを

初歩から学ぶためです. また, 単なるゼミ内での演習

にとどまらず,その成果を積極的に学外で発表するこ

とも目指しています.

　過去の共同研究では, 工学部の学位論文の引用文

献を分析し, 特に会議録に注目して,それらの電子化

率や入手可能率などの調査をしました. この研究を発

展させ, 雑誌論文の入手可能性と図書館の蔵書構築

の関係について考察し, 修士論文としてまとめた学生

もいます. 2015年度からは, 研究者が学術情報デー

タベースの検索結果から読むべき論文を選択する際

の基準を明らかにすることを目的とした研究を行って

おり, その研究計画をICADLに併設されたCiSAP 

Workshopにて発表しました.

　その他にも, 地方の公共図書館長にインタビュー

し, 電子書籍の導入に関する意見を考察して, 国際会

議iConferenceでポスター発表しました . この研究

は, 学生の修士論文の一部を発展させたものです. さ

らに, 個人で活動する音楽アーティストによる情報提

供手法とその評価に関する研究についても, 国際会

議ESKMで発表を行いました.

　共同研究に加えて, 学生は合同ゼミで議論しなが

ら自身の研究を進めています. これまでのゼミ生によ

る修士論文には, 上述のほか, 外国人散在地域におけ

る外国人住民の情報源及び情報入手, 大学図書館に

よる学習支援, 短期大学図書館における利用者サー

ビス, 公立図書館における「郷土資料」の収集・保存,

公共図書館の予算に対する外部環境の影響力などを

テーマとした研究があります.

石田 栄美 
 (九州大学附属図書館 准教授)

渡邊 由紀子
 (九州大学附属図書館 准教授)
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の信頼性評価, 有価証券報告書から企業の比較, 倒
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を目指しています.
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　ライブラリーサイエンス専攻修士課程の選択科目

の一つとして「コミュニケーション論」を担当しまし

た. 医学部のコミュニケーション教育を元に, 情報

ユーザーの問題解決を支援する情報専門職に必要な

コミュニケーションとは何かを検討するため, 日常生

活におけるコミュニケーションやウェブの動画共有サ

イトの会話を題材として, 対人コミュニケーション・ス

キルに関する知識やコミュニケーションの目的に関す

る討論をしました.

　研究指導では, インターネット時代の音楽情報の

制作と流通に関する研究や, 医療専門職の生涯学習

に関する電子教材や教育プログラムの検討などにつ

いて, 修士課程の学生とともに学びました. 

　さらに, 協力教員として参画している附属図書館付

設教材開発センターが実施する電子教材の著作権講

習会で講師を担当しており,その内容について講演会

「ライブラリーサイエンスの現在」で紹介しました.

Annual Report　2015/2016

　ヨーロッパ前近代のアーカイブズ資料に関する実

証的研究を続けてきましたが, 最近では, アーカイブ

ズ学や情報管理の現代的動向をはじめとする理論

的, 方法論的問題にも取り組んでいます. 指導下の学

生のテーマは, コンティニュアム理論, MLA連携, 資

料記述標準, ビジネス・アーカイブズ, 文化遺産政策

などさまざまです.

　主な研究テーマとしては,

1. アーカイブズ学の理論

19世紀のヨーロッパ, とりわけフランスを中心に

形成されたアーカイブズ学は, 近年, これまでの常

識を覆す大きな変容を迎えています.

2. 西洋資料に関連した研究

西洋の出版や流通体制の研究には, 対象とするそ

れぞれの時代に関し, 異なる問題関心と方法論に

ついての知識が必要となります.

3. 情報管理の現代的動向

情報管理の現代的変容は, 多様な側面を持つ複合

的な問題です. 法情報管理の問題は, 組織運営や

社会管理,そして民主主義社会の基盤などへと拡

張し続けています.

　

情報管理の現代的動向,
アーカイブズ学理論
岡崎 敦 (九州大学大学院人文科学研究院 教授)

情報の管理・提供における教育・
学習の側面に関する研究
吉田 素文 (九州大学大学院医学研究院 教授：2015年度まで)

　eラーニングを始めとする情報通信技術を利用し

た教育が組織的に実施されています.そこで, 教育工

学の立場から, 教育・学習を支援するための研究と開

発を行なっています. 具体的には, eラーニング等の

学習支援システムに蓄積される学習者の履歴情報を

分析し, 学習状況の視覚化や客観的な教育評価, 利

用支援を行うための技術の開発を目指します. また,

教材の分散開発と教育素材・教材の公開, 共有, 再利

用を促進するための環境の開発も目指します. さら

に, 能動的な学習を促進し, 支援するためアクティブ

ラーニングのための学習空間と協調学習等のアク

ティブラーニングの手法を研究します.

　また, 文献の蓄積・検索, 論文の作成, 自然言語の

解析等, 研究者の日常的な活動を支援する目的で開

発された汎用テキストデータベース管理システム

「SIGMA」の適用事例として昆虫学データベースシス

テムを開発し公開しており,その検索機能等の研究開

発を行なっています.

情報システム,情報通信技術を
利用した学習環境に関する研究
井上 仁 (九州大学情報基盤研究開発センター 准教授：2015年度まで)

　図書館や文書館とその業務をめぐっては近年新た

な法制度が設けられ,その法的問題が注目を集める

ようになっています. 図書館についてはいわゆる指定

管理者制度の導入, 文書館については文書管理や文

書館についての法律や条例の制定と施行等です. し

かし, インターネットの普及は図書館や文書館とその

業務についてさらに新しい法的問題をもたらしてい

ます. 図書館については電子図書館や電子書籍の展

開があり, とくに著作権法や独禁法との関わりが大き

く問題となっています. 文書館についても, デジタル・

アーカイブや行政ネットワークの展開によって, 情報

公開や個人情報保護に関して新たな問題を提起しつ

つあるといえます. 現在は, これらの問題の中でも, と

くに, グーグルブックスや国立国会図書館のプロジェ

クトや公共図書館での電子図書館の展開と著作権を

めぐる問題, 電子書籍と再販制度や著作権をめぐる

問題の動向や可能性に関心をもって研究しています.

インターネットの情報法制
酒匂 一郎  (九州大学大学院法学研究院 教授)
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中西 勇人（主指導教員：廣川教授）
　文献調査は分野に関らず研究活動の必須事項です. 中西勇人くんは, 引用情報と論文内容を融合した評価尺度
であるFocused Impact Scoreならびに, Focused Citation Countを提案しました. 実証実験として文献情
報学の10,186件の文献を対象に, 従来手法による尺度と提案尺度での評価を比較し, 提案手法が有効であるこ
とを検証しました. 研究成果は国内外の国際会議で6件の論文として発表し, 国際交流体験も満喫しました.

佐藤 晋之（D3）
　音楽アーティスト自身による音情報の管理提供に関する研究に取り組んでいます. 情報通信環境の発達によっ
て音情報の制作から販売までの管理提供を個人で行うことが可能になりました. 本研究の目的は, これまで制作
業務を専門に行っていた音楽アーティストが自身で宣伝や販売などの業務を行う際の課題を抽出し, 解決策を提
案することです.

中尾 康朗（D3）
　図書館のレファレンスサービスに伴って蓄積されるレファレンス事例データを対象に, レファレンス質問や回答
の特徴や使用されているレファレンスツールの実態の分析解明等を通して, 分野や主題に応じた調べ方情報を提
示するシステムを構築し, 図書館業務におけるレファレンスサービス支援への応用を図る研究を行っています.

中島 幸子（D3）
　デジタル時代に適応した図書館情報サービスのひとつであるヴァーチャルレファレンスサービスの実践に向け
た図書館の取り組みを研究テーマとしています. 特に利用者にとっての便宜性, 機能性, 速報性を備えたヴァー
チャルレファレンスサービスを展開できる図書館ホームページの構築を提言します.

森　顕登（D2）
　有事発生時のバイタルレコード（重要文書）の管理の在り方をテーマに研究を進めています. 具体的には「戸籍」
をバイタルレコードの一つとして取り上げ, 太平洋戦争時の空爆による攻撃を「有事」とし, 防災措置と実際の効
果を比較することで浮上する課題を明らかにする試みです.

柳町 茂一（D2）
　私は2014年4月より博士後期課程に在籍しています. 九州大学に来る以前はローマのバチカン秘密文書館附
属学校でアーカイブズ学を修め, ローマ教皇庁よりアーキビストの免状をいただきました. ヨーロッパに源流を
もつアーカイブズ学理論が現代までどのような筋道を通って発展してきたかという問題を研究しています.

永村 美奈（D1）
　日本の地方自治体における公文書管理, 特に評価選別（どの記録を廃棄し, どの記録を保存すべきか）に関する
研究を行っています. 熊本県における公文書の評価選別を中心事例にして, 評価選別基準, ルール,マニュアル化
の限界を明らかにし, 公文書作成の時点でいかに効果的・効率的に公文書を管理するかについて研究しています.

新原 俊樹（D1）
　組織活動の中で得られた情報や知識（それらを記録した電子ファイル）を各構成員が円滑に利用するための仕
組みづくりを目指しています. 各構成員が電子ファイルの共有環境を自発的に整理し, 自らが利用しやすい状態
に改善するための支援環境を構築しました. 現在,同支援環境の導入による改善の効果について事例研究を行っ
ています.
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修士論文題目一覧
2012年度
岩 永 絵 美
清 原 和 之
佐 藤 晋 之
田 中 要 江
張   大 海
中 尾 康 朗

2013年度
井川友利子
小野龍太郎
住 吉 佑 輝
宋   美 千
中 村 真 莉
比嘉由似子
深 井 美 貴
堀 内 美 希
万 朕
三 谷 直 也
森   顕 登
叶 航

2014年度
白 壁 正 子
山 口 　 藍
大 谷 周 平
木原すみ子
徐   燕 　
山 本 美 奈

2015年度
呉   美 芝
加 藤 和 歳
吉川由香里
王 鼎
中 西 勇 人
姫 野 大 樹
劉   小 民
劉   セ イ

「プリント教材を共有するためのプラットフォームの設計」
「現代アーカイブズとレコード・コンティニュアム理論」
「変わりゆく電子環境下における音楽アーティスト自身による音情報の管理・提供に関する研究」
「大学内システム連携におけるデータ同定の一手法の提案」
「OPACの検索ログに見られる検索語間の関連性」
「レファレンスサービスにおけるユーザーのための検索支援に関する研究」

「アクティブ・ラーニングに対応した大学図書館による学習支援の検討」
「オーサートピックモデルを用いた論文分析による潜在的研究グループの発掘に関する研究」
「大学間SNSにおけるコミュニケーションネットワークと発言内容の関係に関する研究」
「日中相互情報発信の現状　－書籍出版と流通の現状分析を中心にして－」
「ビジネス・アーカイブズにおけるアウトリーチ活動」
「外国人散在地域における外国人住民の情報源及び情報入手に関わる問題：沖縄県を対象として」
「資料記述情報の共有化　－EADによる資料記述符号化の日米比較－」
「公立図書館における「郷土資料」の収集・保存に関する類縁機関との連携」
「中国レアアース産業政策に関する資料　－日中貿易を中心にして－」
「公共図書館の予算に対する外部環境の影響力に関する研究」
「3.11爾後の日本における文書管理試論　－公文書たる戸籍を事例に－」
「情報のデジタル化が歴史研究に及ぼした影響　－史資料の電子化及びボーンデジタル情報の応用を中心にして－」

「saveMLAKの活動と課題　－MLA連携の観点－」
「工学系博士論文の引用分析を用いた大学図書館の蔵書評価　－九州大学の事例－」
「論文アブストラクト中の重要文を識別するための手がかり表現の抽出」
「短期大学図書館における利用者サービスの研究 　－学生の職業能力育成支援を中心に－」
「日中ネットビジネスにおける情報提供・管理の問題　－日中代購ネットショッピングについて－」
「熊本県公文書を事例とした, 地方自治体における特定歴史公文書の評価選別の比較分析」

「急成長を遂げた中国製造企業における企業記録管理に関する研究　－湖南省長沙市における建設機械製造企業の三一集団を事例として－」
「保存履歴を活かした記録資料の保存管理に関する研究」
「看護職員のＩＣＴスキルとコンピュータ不安, 看護実践能力の関係と電子教材活用がこれらに及ぼす効果」
「カーリルによる書籍の情報可視化」
「引用情報を用いた文献調査と文献評価指標」
「国立大学の産学連携活動　－国立大学の特許戦略－」
「ログに基づく検索利用状況の分析」
「個人コレクションを対象とする資料調査と分類　－九州経済調査協会図書館所蔵満鉄資料を例として－」

Department of Library Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University



修士院生の研究紹介博士院生の研究紹介

12Annual Report　2015/2016

中西 勇人（主指導教員：廣川教授）
　文献調査は分野に関らず研究活動の必須事項です. 中西勇人くんは, 引用情報と論文内容を融合した評価尺度
であるFocused Impact Scoreならびに, Focused Citation Countを提案しました. 実証実験として文献情
報学の10,186件の文献を対象に, 従来手法による尺度と提案尺度での評価を比較し, 提案手法が有効であるこ
とを検証しました. 研究成果は国内外の国際会議で6件の論文として発表し, 国際交流体験も満喫しました.

佐藤 晋之（D3）
　音楽アーティスト自身による音情報の管理提供に関する研究に取り組んでいます. 情報通信環境の発達によっ
て音情報の制作から販売までの管理提供を個人で行うことが可能になりました. 本研究の目的は, これまで制作
業務を専門に行っていた音楽アーティストが自身で宣伝や販売などの業務を行う際の課題を抽出し, 解決策を提
案することです.

中尾 康朗（D3）
　図書館のレファレンスサービスに伴って蓄積されるレファレンス事例データを対象に, レファレンス質問や回答
の特徴や使用されているレファレンスツールの実態の分析解明等を通して, 分野や主題に応じた調べ方情報を提
示するシステムを構築し, 図書館業務におけるレファレンスサービス支援への応用を図る研究を行っています.

中島 幸子（D3）
　デジタル時代に適応した図書館情報サービスのひとつであるヴァーチャルレファレンスサービスの実践に向け
た図書館の取り組みを研究テーマとしています. 特に利用者にとっての便宜性, 機能性, 速報性を備えたヴァー
チャルレファレンスサービスを展開できる図書館ホームページの構築を提言します.

森　顕登（D2）
　有事発生時のバイタルレコード（重要文書）の管理の在り方をテーマに研究を進めています. 具体的には「戸籍」
をバイタルレコードの一つとして取り上げ, 太平洋戦争時の空爆による攻撃を「有事」とし, 防災措置と実際の効
果を比較することで浮上する課題を明らかにする試みです.

柳町 茂一（D2）
　私は2014年4月より博士後期課程に在籍しています. 九州大学に来る以前はローマのバチカン秘密文書館附
属学校でアーカイブズ学を修め, ローマ教皇庁よりアーキビストの免状をいただきました. ヨーロッパに源流を
もつアーカイブズ学理論が現代までどのような筋道を通って発展してきたかという問題を研究しています.

永村 美奈（D1）
　日本の地方自治体における公文書管理, 特に評価選別（どの記録を廃棄し, どの記録を保存すべきか）に関する
研究を行っています. 熊本県における公文書の評価選別を中心事例にして, 評価選別基準, ルール,マニュアル化
の限界を明らかにし, 公文書作成の時点でいかに効果的・効率的に公文書を管理するかについて研究しています.

新原 俊樹（D1）
　組織活動の中で得られた情報や知識（それらを記録した電子ファイル）を各構成員が円滑に利用するための仕
組みづくりを目指しています. 各構成員が電子ファイルの共有環境を自発的に整理し, 自らが利用しやすい状態
に改善するための支援環境を構築しました. 現在,同支援環境の導入による改善の効果について事例研究を行っ
ています.
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修士論文題目一覧
2012年度
岩 永 絵 美
清 原 和 之
佐 藤 晋 之
田 中 要 江
張   大 海
中 尾 康 朗

2013年度
井川友利子
小野龍太郎
住 吉 佑 輝
宋   美 千
中 村 真 莉
比嘉由似子
深 井 美 貴
堀 内 美 希
万 朕
三 谷 直 也
森   顕 登
叶 航

2014年度
白 壁 正 子
山 口 　 藍
大 谷 周 平
木原すみ子
徐   燕 　
山 本 美 奈

2015年度
呉   美 芝
加 藤 和 歳
吉川由香里
王 鼎
中 西 勇 人
姫 野 大 樹
劉   小 民
劉   セ イ

「プリント教材を共有するためのプラットフォームの設計」
「現代アーカイブズとレコード・コンティニュアム理論」
「変わりゆく電子環境下における音楽アーティスト自身による音情報の管理・提供に関する研究」
「大学内システム連携におけるデータ同定の一手法の提案」
「OPACの検索ログに見られる検索語間の関連性」
「レファレンスサービスにおけるユーザーのための検索支援に関する研究」

「アクティブ・ラーニングに対応した大学図書館による学習支援の検討」
「オーサートピックモデルを用いた論文分析による潜在的研究グループの発掘に関する研究」
「大学間SNSにおけるコミュニケーションネットワークと発言内容の関係に関する研究」
「日中相互情報発信の現状　－書籍出版と流通の現状分析を中心にして－」
「ビジネス・アーカイブズにおけるアウトリーチ活動」
「外国人散在地域における外国人住民の情報源及び情報入手に関わる問題：沖縄県を対象として」
「資料記述情報の共有化　－EADによる資料記述符号化の日米比較－」
「公立図書館における「郷土資料」の収集・保存に関する類縁機関との連携」
「中国レアアース産業政策に関する資料　－日中貿易を中心にして－」
「公共図書館の予算に対する外部環境の影響力に関する研究」
「3.11爾後の日本における文書管理試論　－公文書たる戸籍を事例に－」
「情報のデジタル化が歴史研究に及ぼした影響　－史資料の電子化及びボーンデジタル情報の応用を中心にして－」

「saveMLAKの活動と課題　－MLA連携の観点－」
「工学系博士論文の引用分析を用いた大学図書館の蔵書評価　－九州大学の事例－」
「論文アブストラクト中の重要文を識別するための手がかり表現の抽出」
「短期大学図書館における利用者サービスの研究 　－学生の職業能力育成支援を中心に－」
「日中ネットビジネスにおける情報提供・管理の問題　－日中代購ネットショッピングについて－」
「熊本県公文書を事例とした, 地方自治体における特定歴史公文書の評価選別の比較分析」

「急成長を遂げた中国製造企業における企業記録管理に関する研究　－湖南省長沙市における建設機械製造企業の三一集団を事例として－」
「保存履歴を活かした記録資料の保存管理に関する研究」
「看護職員のＩＣＴスキルとコンピュータ不安, 看護実践能力の関係と電子教材活用がこれらに及ぼす効果」
「カーリルによる書籍の情報可視化」
「引用情報を用いた文献調査と文献評価指標」
「国立大学の産学連携活動　－国立大学の特許戦略－」
「ログに基づく検索利用状況の分析」
「個人コレクションを対象とする資料調査と分類　－九州経済調査協会図書館所蔵満鉄資料を例として－」
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ビッグデータの出現：近年のICT環境の発展，特にイン
ターネットや検索・推薦等の情報サービス／センサー技

術の発達により，いわゆるビッグデータと呼ばれる大規模

データ群が出現し，それらのデータ解析が盛んに行われ

ています．しかし，ビッグデータの解析には情報技術的な

観点だけでなく，プライバシー保護や法令，データ管理・

継承といった多様な観点が必要となります．一方，データ

の管理や継承を扱ってきた図書館情報学やアーカイブズ

学等の学問分野の枠組も，現在のめまぐるしい変化に対

応しきれていません．

オープンサイエンス運動の高まり：データのオープン
化とそれらを用いた新たな科学技術の創出（いわゆるオー

プンサイエンス）は日本だけでなく世界における課題に

なっています．すなわち，異分野間のデータを結びつけ，

従来の分野にはない視点に基づく研究開発が求められて

いるのです．そのためにはデータベース等の基盤整備だけ

でなく，データの流通手法の整備や，異なるデータを結び

つけ，価値を作り出せる人材が必要です．

ユーザー視点に立つ情報提示：データの爆発的な増加によ
り，必要な情報を効率的に入手したいというユーザーの要求に

応えることは難しくなっています．従来扱ってきた分類・構造

化されたデータだけでなく，構造化されていない大量のデータ

とユーザーを結びつけるための仕組みが必要です．図書，文

献，文書，記録などの資料（情報）の高度な組織・構造化にもと

づく，あらたな情報提供法の実現とサービスが求められます．

データ管理専門職の必要性：多様かつ大量のデータを活
用するためには，データを解析する人材だけでなく，データ個々

の情報の性格を見極め，適切に整理・維持・提供できる人材が必

要です．さまざまな領域について一定度の専門的知識を持つ「情

報専門職」，すなわちアーキビストやサブジェクトライブラリア

ンなどの専門職実務家の本格的な養成が求められます．

法的問題：電子媒体やWEB上での情報の生成，発信，利
用においては，法制，行政等の面でも，多くの課題を突き

付けられています．著作権や情報公開，個人情報保護等の

諸問題の前提には，適切な情報の管理，利用が不可欠であ

り，両者は一体として解決していくことが求められます．

１．背景：データの爆発的な増加に対する
　 多面的アプローチの必要性

13 Annual Report　2015/2016

　我々は，１）文書・データ解析等に基づく知の創造，２）多

様な文脈における知の流通，３）ユーザーの視点に立った知

の提示，また，４）持続可能な基盤に基づく知の継承，という

４つの要素からなる知の創造サイクルを実現するための科学

的方法論を「ライブラリーサイエンス」と呼びたいと思いま

す．前節で述べた問題群は全て知の創造サイクルの中に位

置づけられ，ライブラリーサイエンスの範疇といえます．

　ライブラリーサイエンスは，対象の性格上，従来から確立

された学問分野であるアーカイブズ学，図書館／図書館情

報学，情報科学といった多様な側面を持ちます．前節で挙げ

られた問題群はいずれかの側面に基づくアプローチだけで

は解決が困難です．一方，ライブラリーサイエンスはいずれ

の側面だけによらず，多面的・統合的なアプローチから知の

サイクル実現のための方法論を追求します．複数の側面から

なるデータ管理等の問題は，ライブラリーサイエンスの持つ

多面的なアプローチがあってこそ解決が可能になるのです．

　ライブラリー＝図書館という従来の固定観念を乗り越え

て，ライブラリー＝「知の創造と継承を支える基盤」と再定

義することにより，図書館がになうべき新たな役割も示唆

されます．１０年後，２０年後の「図書館」は今までとは全く

異なる意味を持つはずです．我々はライブラリーサイエンス

の発展を通して，未来の「図書館」像を創り出したいのです．

2．ライブラリーサイエンスとは 

　ライブラリーサイエンスという新しい枠組みに基づき，

ライブラリーサイエンス専攻では，知の創造サイクルをこ

れらの課題を知の統合によって解決し，ユーザーの視点に

立った情報の管理・提供によりユーザーの知の創造・継承

活動を支援する人材，さらに，これからの情報の管理・提

供のあり方を探求する人材を養成します． 

３．ライブラリーサイエンス専攻の理念と目的
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情報の管理・提供に関する課題を解決し、ライブラリー
サイエンスを深化・発展させる人材（研究者）の養成
●図書館情報学，アーカイブズ学，情報科学を
　カバーするT字型の研究能力の養成
●ユーザーの視点に立って、意義ある情報の管理・
　提供を考察する能力を養成
●従来の枠組みにとらわれずに、情報の管理・提供
　に関するより良い枠組みを探究する能力を養成

【修士課程】2011年4月開設，入学定員10名

情報の管理・提供の場で実践的に活躍する人材の養成

●ユーザーのニーズと知の創造・継承プロセスを把握させる教育
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●情報の管理・提供を実現する情報通信技術の教育
●情報法制と情報流通制度に関する教育
●情報の管理・提供の在り方，ライブラリーの新たな
　機能を探求する能力の養成

大大学学等等のの教教育育・・研研究究機機関関 
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深化・発展させ，人材養成
を行う大学等の教員 

情情報報のの管管理理・・提提供供組組織織 
情報の管理・提供の新た
なモデルを提案し，組織を
牽引するリーダー 
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研研究究機機関関 

【理念】 ユーザーにとって真に意義ある情報の管理・提供の実現 
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サイエンス
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ビッグデータの出現：近年のICT環境の発展，特にイン
ターネットや検索・推薦等の情報サービス／センサー技

術の発達により，いわゆるビッグデータと呼ばれる大規模

データ群が出現し，それらのデータ解析が盛んに行われ

ています．しかし，ビッグデータの解析には情報技術的な

観点だけでなく，プライバシー保護や法令，データ管理・

継承といった多様な観点が必要となります．一方，データ

の管理や継承を扱ってきた図書館情報学やアーカイブズ

学等の学問分野の枠組も，現在のめまぐるしい変化に対

応しきれていません．

オープンサイエンス運動の高まり：データのオープン
化とそれらを用いた新たな科学技術の創出（いわゆるオー

プンサイエンス）は日本だけでなく世界における課題に

なっています．すなわち，異分野間のデータを結びつけ，

従来の分野にはない視点に基づく研究開発が求められて

いるのです．そのためにはデータベース等の基盤整備だけ

でなく，データの流通手法の整備や，異なるデータを結び

つけ，価値を作り出せる人材が必要です．

ユーザー視点に立つ情報提示：データの爆発的な増加によ
り，必要な情報を効率的に入手したいというユーザーの要求に

応えることは難しくなっています．従来扱ってきた分類・構造

化されたデータだけでなく，構造化されていない大量のデータ

とユーザーを結びつけるための仕組みが必要です．図書，文

献，文書，記録などの資料（情報）の高度な組織・構造化にもと

づく，あらたな情報提供法の実現とサービスが求められます．

データ管理専門職の必要性：多様かつ大量のデータを活
用するためには，データを解析する人材だけでなく，データ個々

の情報の性格を見極め，適切に整理・維持・提供できる人材が必

要です．さまざまな領域について一定度の専門的知識を持つ「情

報専門職」，すなわちアーキビストやサブジェクトライブラリア

ンなどの専門職実務家の本格的な養成が求められます．

法的問題：電子媒体やWEB上での情報の生成，発信，利
用においては，法制，行政等の面でも，多くの課題を突き

付けられています．著作権や情報公開，個人情報保護等の

諸問題の前提には，適切な情報の管理，利用が不可欠であ

り，両者は一体として解決していくことが求められます．

１．背景：データの爆発的な増加に対する
　 多面的アプローチの必要性
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　我々は，１）文書・データ解析等に基づく知の創造，２）多

様な文脈における知の流通，３）ユーザーの視点に立った知

の提示，また，４）持続可能な基盤に基づく知の継承，という

４つの要素からなる知の創造サイクルを実現するための科学

的方法論を「ライブラリーサイエンス」と呼びたいと思いま

す．前節で述べた問題群は全て知の創造サイクルの中に位

置づけられ，ライブラリーサイエンスの範疇といえます．

　ライブラリーサイエンスは，対象の性格上，従来から確立

された学問分野であるアーカイブズ学，図書館／図書館情

報学，情報科学といった多様な側面を持ちます．前節で挙げ

られた問題群はいずれかの側面に基づくアプローチだけで

は解決が困難です．一方，ライブラリーサイエンスはいずれ

の側面だけによらず，多面的・統合的なアプローチから知の

サイクル実現のための方法論を追求します．複数の側面から

なるデータ管理等の問題は，ライブラリーサイエンスの持つ

多面的なアプローチがあってこそ解決が可能になるのです．

　ライブラリー＝図書館という従来の固定観念を乗り越え

て，ライブラリー＝「知の創造と継承を支える基盤」と再定

義することにより，図書館がになうべき新たな役割も示唆

されます．１０年後，２０年後の「図書館」は今までとは全く

異なる意味を持つはずです．我々はライブラリーサイエンス

の発展を通して，未来の「図書館」像を創り出したいのです．

2．ライブラリーサイエンスとは 

　ライブラリーサイエンスという新しい枠組みに基づき，

ライブラリーサイエンス専攻では，知の創造サイクルをこ

れらの課題を知の統合によって解決し，ユーザーの視点に

立った情報の管理・提供によりユーザーの知の創造・継承

活動を支援する人材，さらに，これからの情報の管理・提

供のあり方を探求する人材を養成します． 

３．ライブラリーサイエンス専攻の理念と目的
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サイエンスを深化・発展させる人材（研究者）の養成
●図書館情報学，アーカイブズ学，情報科学を
　カバーするT字型の研究能力の養成
●ユーザーの視点に立って、意義ある情報の管理・
　提供を考察する能力を養成
●従来の枠組みにとらわれずに、情報の管理・提供
　に関するより良い枠組みを探究する能力を養成

【修士課程】2011年4月開設，入学定員10名
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●ユーザーのニーズと知の創造・継承プロセスを把握させる教育
●図書館情報学とアーカイブズ学を統合した一体化教育
●情報の管理・提供を実現する情報通信技術の教育
●情報法制と情報流通制度に関する教育
●情報の管理・提供の在り方，ライブラリーの新たな
　機能を探求する能力の養成
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５．養成する人材像および予想される進路 
修士課程　高度情報化社会における新たな情報の管理・
提供を実現する，情報専門職およびデータエンジニアリン

グの専門家を養成するために，関連分野を統合したカリ

キュラムを立てています．情報の管理・提供に関する学問

分野である「図書館情報学」と「アーカイブズ学」に関する

科目，情報の解析や組織化，情報抽出，及び情報の発信

と収集を扱う「情報科学」に関する科目，関連分野として，

適正な情報の管理・提供をするための「情報法制」に関す

る科目，知の創造・継承プロセスを把握するための理論や

手法に関する科目等から成ります．

　図書館情報学とアーカイブズ学の両学問分野に共通す

る情報の管理・提供の概念や意義，方法論は基礎科目

（必修）として開講し，情報の管理・提供の基礎を身につ

けさせるとともに，ユーザーの視点に立った情報の管理・

提供とは何かを把握させます．両学問領域に固有の事項

（組織の運用管理，政策や社会との関係，サービス業務，

資料の特質に応じた取扱い），及び情報科学については，

専門科目（選択）として開講し，学生の将来の進路希望に

応じた履修ができるよう配慮しています．

博士課程　本課程では，博士論文の執筆を通して，情報
の管理・提供に関わる諸問題を解決するための研究能力，

将来に渡りライブラリーサイエンスに関する独創性の高い

研究を行う能力を養います．また，より高い研究能力を備

えさせるために，情報の管理・提供に関わる学問分野であ

る図書館情報学，アーカイブズ学・記録管理学，情報科学

に関する知識や知見，研究手法を幅広く修得し，それぞれ

の立場から課題解決に向けた考え方を身につけます．この

ために，教員が自身の研究に関わる最新事例について紹介

し，それに基づき議論する科目である「ライブラリーサイエ

ンス特論」を設置しています．さらに，学生が取り組んでい

る研究内容を発表させることにより，学生の表現能力やプ

レゼンテーション能力を養成し，各自の研究テーマを教員

と学生とで討論することにより，研究の深化を図るための

科目「プレゼンテーション演習」を設置しています．

４．カリキュラム・ポリシー

　本専攻の特色ある教育的取組を紹介します.

ライブラリーサイエンス PTL Ⅰ・Ⅱ
　専門分野を異にする複数の教員と学生が, 共通のテーマ

のもとに, 共同して取り組むチームラーニングの演習であ

り, 学生の主体的な課題設定と実践が求められます.

PTLⅠでは, 高度情報化社会における情報の新たな提供
法と利用法ならびに教育学習環境に関し, 図書館などでの

フィールド調査を基に課題を設定し, 技術的・方法論的な

観点, および, 法的な観点からの検討を行い, 課題解決に

向けた取り組みを行います.  PTLⅡでは, 文献, 文書・記
録の垣根を取り払い, 資料や情報を総合的に管理, 利用す

るための方法論の構築に取り組みます.

インターンシップ
   大学や企業等の現場において, 一定期間, 研修生として

働きます. 研修の内容については, 事前に大学と受入先と

の間で協議を行います.

過去の受け入れ先：

●大学図書館, 専門図書館

●レコードマネジメント専門企業　など

このような取組は学生や大学・企業双方から高い評価を

受けています.

６．特色ある取り組み
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●教育課程の編成の考え方及び特色

記録管理学・
アーカイブズ学 情報科学図書館情報学

ライブラリーサイエンス特別研究

プレゼンテーション演習 ライブラリーサイエンス特論

修士課程専門科目

柱 と す る 学 問 分 野

情報マネジメント論・情報サービス論・情報システム論

❶T字型の研究能力（深い専門性＋周辺分野の幅広い知識）
❷ユーザーの視点に立って,意義ある情報の管理・提供を考察する能力
❸従来の枠組みにとらわれずに,より良い枠組みを探究する能力

学習科学 情報法制論

身に付ける能力

博
士
後
期
課
程

修
士
課
程

①②③の
３つの能力
の養成

基盤的知識・能力が
不足する場合,
修士課程で開設されている
授業科目を履修

研究者に
求められる
一般的な
能力の養成 ①の能力

養成のための
知識の教授

 

「ライブラリーサイエンス」という新しい学問領域
を進化, 発展させる研究者 

情報ユーザーの要求に対し, 情報通信技術を
応用し,理論構築やシステムを開発する専門家 
＜データエンジニア等＞ 

国および地方公共団体等における公文書管理,
ならびに民間企業（電力会社・製薬会社等）における
記録管理の専門家 
＜アーキビスト,レコードマネジャー等＞
 

情報を管理・提供する組織における, 問題解決,
戦略立案および指導を行う管理者 

主題に関する専門知識を有し,情報を管理・
提供する専門職 
＜サブジェクトライブラリアン等＞ 

「日本アーカイブズ学会登録アーキビスト」資格 

組織内外のデータを適切に管理・継承し，   
異なるデータを結びつけ価値を創造できる 
技術者・研究者 

情

文系と理系の枠を超えて社会の変化に対応できる人材の育成を目指しています．

■PTLⅠのテーマ例
・大学図書館の入館者数（利用者数）増大を目指した，
　学生協同の取り組み
・QIRへの登録数を増やすための取り組み
・九州大学附属図書館における留学生サービスの向上
・公文書館のEAD (Encoded Archival Description)
　利用のためのマニュアルの提案
・再利用を考慮した大学業務文書の管理の現状と課題

■PTLⅡのテーマ例
・古典籍データベースの記述と検索手段の比較検討 
・特定主題に関する情報の一元提供 : 長崎・原爆資料　
　と山本作兵衛コレクションを題材として
・目録作成における課題の抽出と解決 : 九州大学大学文書館
　資料を事例として

情報専門職 

研究者
 

情報通信技術専門家 

記録管理の専門家 

情報管理・提供組織の
管理者 

データキュレータ 
ータサイエンティスト/デ
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５．養成する人材像および予想される進路 
修士課程　高度情報化社会における新たな情報の管理・
提供を実現する，情報専門職およびデータエンジニアリン

グの専門家を養成するために，関連分野を統合したカリ

キュラムを立てています．情報の管理・提供に関する学問

分野である「図書館情報学」と「アーカイブズ学」に関する

科目，情報の解析や組織化，情報抽出，及び情報の発信

と収集を扱う「情報科学」に関する科目，関連分野として，

適正な情報の管理・提供をするための「情報法制」に関す

る科目，知の創造・継承プロセスを把握するための理論や

手法に関する科目等から成ります．

　図書館情報学とアーカイブズ学の両学問分野に共通す

る情報の管理・提供の概念や意義，方法論は基礎科目

（必修）として開講し，情報の管理・提供の基礎を身につ

けさせるとともに，ユーザーの視点に立った情報の管理・

提供とは何かを把握させます．両学問領域に固有の事項

（組織の運用管理，政策や社会との関係，サービス業務，

資料の特質に応じた取扱い），及び情報科学については，

専門科目（選択）として開講し，学生の将来の進路希望に

応じた履修ができるよう配慮しています．

博士課程　本課程では，博士論文の執筆を通して，情報
の管理・提供に関わる諸問題を解決するための研究能力，

将来に渡りライブラリーサイエンスに関する独創性の高い

研究を行う能力を養います．また，より高い研究能力を備

えさせるために，情報の管理・提供に関わる学問分野であ

る図書館情報学，アーカイブズ学・記録管理学，情報科学

に関する知識や知見，研究手法を幅広く修得し，それぞれ

の立場から課題解決に向けた考え方を身につけます．この

ために，教員が自身の研究に関わる最新事例について紹介

し，それに基づき議論する科目である「ライブラリーサイエ

ンス特論」を設置しています．さらに，学生が取り組んでい

る研究内容を発表させることにより，学生の表現能力やプ

レゼンテーション能力を養成し，各自の研究テーマを教員

と学生とで討論することにより，研究の深化を図るための

科目「プレゼンテーション演習」を設置しています．

４．カリキュラム・ポリシー

　本専攻の特色ある教育的取組を紹介します.

ライブラリーサイエンス PTL Ⅰ・Ⅱ
　専門分野を異にする複数の教員と学生が, 共通のテーマ

のもとに, 共同して取り組むチームラーニングの演習であ

り, 学生の主体的な課題設定と実践が求められます.

PTLⅠでは, 高度情報化社会における情報の新たな提供
法と利用法ならびに教育学習環境に関し, 図書館などでの

フィールド調査を基に課題を設定し, 技術的・方法論的な

観点, および, 法的な観点からの検討を行い, 課題解決に

向けた取り組みを行います.  PTLⅡでは, 文献, 文書・記
録の垣根を取り払い, 資料や情報を総合的に管理, 利用す

るための方法論の構築に取り組みます.

インターンシップ
   大学や企業等の現場において, 一定期間, 研修生として

働きます. 研修の内容については, 事前に大学と受入先と
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●大学図書館, 専門図書館
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受けています.

６．特色ある取り組み

Department of Library Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu University
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士
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士
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基盤的知識・能力が
不足する場合,
修士課程で開設されている
授業科目を履修

研究者に
求められる
一般的な
能力の養成 ①の能力
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Department of Library Science, Graduate School of Integrated Frontier Sciences, Kyushu Universityライブラリーサイエンス専攻主催行事

ライブラリーサイエンス専攻活動日誌

2010年度

ライブラリーサイエンス専攻設置記念シンポジウム「ライブラリーを科学する」
2010年12月18日(土)　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
記念講演
『日本におけるアーカイブズの役割 ～九州大学ライブラリーサイエンス専攻に期待
する～』高山 正也 氏 (国立公文書館長)
『図書館情報学の未来 ～九州大学の新専攻に期待する～』植松 貞夫 氏 (筑波大学大
学院図書館情報メディア研究科長)
パネルディスカッション
倉田 敬子 氏 (慶應義塾大学文学部教授) ほか

2011年度

ライブラリーサイエンス専攻開講記念講演
2011年5月27日（金）　福岡アメリカン・センター
「大統領図書館の歴史と役割」シャロン・ファセット氏（アメリカ国立公文書館　大統領図書館局長）

九州大学創立百周年記念講演会
2011年6月11日（土）　九州大学中央図書館４階視聴覚ホール
「新しい時代の情報図書館学へ向けて」長尾 真氏（国立国会図書館館長）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第1回）
2011年７月20日（水）　九州大学中央図書館新館４階会議室
「図書館情報学の現在」石田 栄美氏（本専攻／附属図書館准教授）
「アーカイブズ学とは何か」岡崎　敦氏（本専攻／人文科学研究院教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第2回）
2011年8月19日（金）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「学術雑誌から電子ジャーナル、そして「未来の論文」へ」　倉田 敬子氏（慶應義塾大
学文学部教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第3回）
2011年10月26日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「情報専門職のキャリア形成と業務　－アメリカの事例－」カグノ 麻衣子氏（福岡アメ
リカン・センター・レファレンス資料室室長）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第4回）
2011年11月22日(火)　 九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール
第41回ディジタル図書館ワークショップ／情報処理学会 第104回情報基礎とアクセ
ス技術研究会合同研究会
テーマ：「ライブラリーサイエンスのチカラ　・・・ディジタルネイティブの時代に向け
たライブラリーの科学と技術」

レコードマネジメント・シンポジウム～レコードマネジメントが組織と社会を変える～
後援：独立行政法人国立公文書館、一般社団法人日本記録情報管理振興協会、福岡県
協力：日本レコードマネジメント株式会社、麻生レコードマネジメント株式会社
2011年12月3日(土) 　アクア博多 (福岡市博多区中洲5丁目3－8)
基調講演
「記録情報管理の重要性と専門人材の必要性」山下 貞麿氏（日本レコードマネジメン
ト株式会社代表取締役会長）
「公文書管理における専門人材の必要性」高山 正也氏（国立公文書館館長）
 パネルディスカッション
＜パネリスト＞川田 順一氏（JXホールディング株式会社取締役常務）
真辺 純裕氏（新日鉄製鐵株式会社業務プロセス改革推進部部長）
小原 康弘氏（福岡県行政経営企画課企画監）
三輪 宗弘氏（本専攻教授）
＜モデレーター＞吉国 三千子氏（日本記録情報管理振興協会）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第5回）
2011年12月21日（水）　九州大学中央図書館新館４階会議室
「オープンエデュケーションの潮流」井上 仁氏（本専攻／情報基礎研究開発センター准教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第6回）
2012年1月25日（水）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール
「建築としての図書館，建築史のなかの傑作図書館」堀 賀貴氏（人間環境学研究院教
授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第7回）
2012年2月15日（水）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール
「デジタル・アーカイブとＭＬＡの連携確立の枠組み　―開発研究と人材養成―」
喜多 恵氏（岐阜女子大学研究員）

2012年度

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第8回）
2012年4月25日（水）　九州大学中央図書館新館４階会議室
「情報へのアクセスの高度化と自然言語処理」冨浦 洋一氏（本専攻／システム情報科学研究院教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第9回）
2012年5月30日（水）　九州大学中央図書館新館4階会議室
「九州帝国大学法文学部の創設　―大学文書館資料から見た―」折田 悦郎氏（本専
攻／大学文書館教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第10回）
2012年6月27日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「太平洋戦争開戦経緯の研究を振り返って　―思索し、資料を探し求めて―」三輪 宗
弘氏（本専攻／記録資料館教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第11回）
2012年8月21日（火）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「歴史的公文書保存と人材育成の展望」針谷 武志氏（別府大学教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第12回）
2012年９月24日（月）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「情報の法的取扱いとライブラリーサイエンス」酒匂 一郎氏（本専攻／法学研究院教授）

第60回日本図書館情報学会研究大会プレイベント「ビクター・ヘニング氏（Mendeley）講演会」
2012年11月17日（土）　九州大学文系地区共通講義棟101教室
クラウドと共有“これからの研究者の文献管理”（Management and Sharing of 
Scholarly Information from a Researcher’s View）Victor Henning氏
（Mendeley社 共同創設者，CEO）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第13回）
2012年12月19日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「江戸版本書誌学の諸問題　―本学所蔵書籍を中心に―」川平 敏文氏（本専攻／人
文科学研究院准教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第14回）
2013年1月23日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「高等教育の電子教材における他人の著作物の利用と問題点」吉田 素文氏（本専攻／医学研究院教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第15回）
2013年2月20日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「武雄市図書館問題から考える図書館の現在　―指定管理者、個人情報・プライバ
シー保護をめぐって―」湯淺 墾道氏（情報セキュリティ大学院大学教授）

2013年度

講演会
2013年8月30日（金）　福岡アメリカン・センター
「デジタル時代を生き抜く！情報リテラシーの育成」バーバラ・M・ジョーンズ氏（米国
図書館協会知的自由部部長／読書の自由財団事務局長）

ワークショップ「本の楽しさを伝えよう！」
2013年11月25日(月)　 九州大学旧工学部5号館5階大講義室　講師：汐﨑 順子氏

2014年度

講演会　
2014年6月11日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「アメリカの公共図書館におけるトレンド分析とマーケティング」アルカ・バトゥナガー
氏（米国大使館情報資料担当官）

2014年8月1日（金）　福岡アメリカン・センター
「インフォプロと図書館の新たな役割」バーバラ・K・ストリプリング氏（米国図書館協会会長）

学術講演会「これからの図書館と図書館員の目指すべき方向性」
2014年9月2日（火）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
田村 俊作氏（慶應義塾大学メディアセンター所長）　
川本 芳昭氏（九州大学附属図書館長）

院生によるライトニングトークセッション
2014年12月15日(月)　 九州大学箱崎地区旧工学部5号館4階会議室
Douglas W. Oard氏（米国メリーランド大学情報学科教授）

2010年度

入試説明会
2010年11月30日（火）　九州大学伊都地区総合学習プラザ２階オートモーティブ
サイエンス専攻講義室３
2010年12月1日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2010年12月18日（土）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール

2011年度

入試説明会
2011年6月11日（土）　九州大学中央図書館４階視聴覚ホール
2011年7月20日（水）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール

オープンキャパス
2011年7月23日（土）　九州大学中央図書館３階第2情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」渡邊由紀子氏（本専攻/附属
図書館講師）
「模擬授業」井上　仁氏（本専攻/情報基盤研究開発センター准教授）「教材開発と
そのオープン化」
個別相談会

「ビブリオバトル首都決戦2011」予選会
2011年10月15日(土)　 九州大学中央図書館２階きゅうとコモンズ

就職支援企画(講演会)
九州大学箱崎地区旧工学部5号館4階LSS講義室
第1回　2011年10月12日(水)
モデル1「記録管理の専門家」麻生レコードマネジメント株式会社　釜堀 幸 氏
第2回　2011年11月16日(水)
モデル2「大学図書館員」
九州大学附属図書館 eリソースサービス室 eリソースサポート係　兵藤 健志 氏
第3回　2011年11月30日(水) 
モデル3「情報を管理・提供する組織の管理者」
丸善株式会社 教育・学術事業本部図書館アウトソーシング事業部 九州図書館
サービスセンター　佐田 一兵 氏
モデル4「データエンジニアリングの専門家」
株式会社NTTデータ九州 第一ビジネス事業部 公共ビジネス部 
NALIS開発担当　一本 麻衣子 氏

第13回図書館総合展出展
2011年11月9日（水）- 11月11日（金）　パシフィコ横浜　展示ホールD

大学ICT推進協議会2011年度年次大会出展
2011年12月7日(水)-12月9日(金)　 福岡国際会議場

2012年度

入試説明会
2012年７月 4 日（水）　九州大学中央図書館４階視聴覚ホール
2012年10月17日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2012年12月 5日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D

オープンキャンパス
2012年７月21日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
「模擬授業」井上　仁氏（本専攻/情報基盤研究開発センター准教授）「教材開発とそのオープン化」
個別相談会

修士論文公聴会
2013年3月1日（金）　九州大学旧工学部５号館５階大講義室

「記録情報管理分野の専門人材育成」に関するワークショップ後援
主催：学校法人麻生塾　麻生情報ビジネス専門学校
2013年3月4日（月）　電気ビル「共創館」３階C中会議室

2013年度

入試説明会
2013年６月19日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2013年7月17日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
2013年10月10日（木）　九州大学芸術工学図書館３階研究セミナー室
2013年12月16日（月）　九州大学中央図書館３階演習室Ｄ

オープンキャンパス
2013年６月29日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
「模擬授業」井上　仁氏（本専攻/情報基盤研究開発センター准教授）「電子資料作成入門」
個別相談会

修士論文公聴会
2014年2月28日（金）　九州大学箱崎地区旧工学部５号館５階大講義室

2014年度

入試説明会
2014年７月16日（水）　九州大学文系地区共通講義棟２０２教室
2014年７月17日（木）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール

オープンキャンパス
2014年７月26日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
現役学生の研究紹介
個別相談会

修士論文公聴会
2014年8月12日（火）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

修士論文公聴会
2015年2月27日（金）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

2015年度

入試説明会
2015年７月15日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2015年11月18日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D

オープンキャンパス
2015年７月18日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
専攻の専任教員や現役学生による研究紹介
個別相談会

修士論文公聴会
2015年8月26日（水）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

修士論文公聴会
2016年2月24日（水）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

シンポジウム
2015年1月29日（木）　九州大学箱崎地区旧工学部５号館５階大講義室
古賀 崇氏（天理大学准教授）

2015年度

学術講演会
2015年7月22日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「サブジェクトライブラリアンへの道程～A Journey to Become A Subject｠
Librarian～」田中 あずさ氏（ワシントン大学東アジア図書館日本研究司書）

学術講演会
2015年8月3日（月）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「大学図書館の将来」竹内 比呂也氏（千葉大学副学長兼附属図書館長、アカデミック・リンク・センター長）

学術講演会
2015年12月15日（火）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「図書館における資料選択-2015年のトピックから-」大谷 康晴氏（日本女子大学文学
部・准教授、九州大学附属図書館研究開発室訪問研究員）

シンポジウム
2016年1月30日（土）　九州大学文系地区中講義室
「テキストマイニングとデジタル・ヒューマニティーズ 」

みち
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ライブラリーサイエンス専攻活動日誌

2010年度

ライブラリーサイエンス専攻設置記念シンポジウム「ライブラリーを科学する」
2010年12月18日(土)　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
記念講演
『日本におけるアーカイブズの役割 ～九州大学ライブラリーサイエンス専攻に期待
する～』高山 正也 氏 (国立公文書館長)
『図書館情報学の未来 ～九州大学の新専攻に期待する～』植松 貞夫 氏 (筑波大学大
学院図書館情報メディア研究科長)
パネルディスカッション
倉田 敬子 氏 (慶應義塾大学文学部教授) ほか

2011年度

ライブラリーサイエンス専攻開講記念講演
2011年5月27日（金）　福岡アメリカン・センター
「大統領図書館の歴史と役割」シャロン・ファセット氏（アメリカ国立公文書館　大統領図書館局長）

九州大学創立百周年記念講演会
2011年6月11日（土）　九州大学中央図書館４階視聴覚ホール
「新しい時代の情報図書館学へ向けて」長尾 真氏（国立国会図書館館長）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第1回）
2011年７月20日（水）　九州大学中央図書館新館４階会議室
「図書館情報学の現在」石田 栄美氏（本専攻／附属図書館准教授）
「アーカイブズ学とは何か」岡崎　敦氏（本専攻／人文科学研究院教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第2回）
2011年8月19日（金）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「学術雑誌から電子ジャーナル、そして「未来の論文」へ」　倉田 敬子氏（慶應義塾大
学文学部教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第3回）
2011年10月26日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「情報専門職のキャリア形成と業務　－アメリカの事例－」カグノ 麻衣子氏（福岡アメ
リカン・センター・レファレンス資料室室長）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第4回）
2011年11月22日(火)　 九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール
第41回ディジタル図書館ワークショップ／情報処理学会 第104回情報基礎とアクセ
ス技術研究会合同研究会
テーマ：「ライブラリーサイエンスのチカラ　・・・ディジタルネイティブの時代に向け
たライブラリーの科学と技術」

レコードマネジメント・シンポジウム～レコードマネジメントが組織と社会を変える～
後援：独立行政法人国立公文書館、一般社団法人日本記録情報管理振興協会、福岡県
協力：日本レコードマネジメント株式会社、麻生レコードマネジメント株式会社
2011年12月3日(土) 　アクア博多 (福岡市博多区中洲5丁目3－8)
基調講演
「記録情報管理の重要性と専門人材の必要性」山下 貞麿氏（日本レコードマネジメン
ト株式会社代表取締役会長）
「公文書管理における専門人材の必要性」高山 正也氏（国立公文書館館長）
 パネルディスカッション
＜パネリスト＞川田 順一氏（JXホールディング株式会社取締役常務）
真辺 純裕氏（新日鉄製鐵株式会社業務プロセス改革推進部部長）
小原 康弘氏（福岡県行政経営企画課企画監）
三輪 宗弘氏（本専攻教授）
＜モデレーター＞吉国 三千子氏（日本記録情報管理振興協会）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第5回）
2011年12月21日（水）　九州大学中央図書館新館４階会議室
「オープンエデュケーションの潮流」井上 仁氏（本専攻／情報基礎研究開発センター准教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第6回）
2012年1月25日（水）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール
「建築としての図書館，建築史のなかの傑作図書館」堀 賀貴氏（人間環境学研究院教
授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第7回）
2012年2月15日（水）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール
「デジタル・アーカイブとＭＬＡの連携確立の枠組み　―開発研究と人材養成―」
喜多 恵氏（岐阜女子大学研究員）

2012年度

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第8回）
2012年4月25日（水）　九州大学中央図書館新館４階会議室
「情報へのアクセスの高度化と自然言語処理」冨浦 洋一氏（本専攻／システム情報科学研究院教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第9回）
2012年5月30日（水）　九州大学中央図書館新館4階会議室
「九州帝国大学法文学部の創設　―大学文書館資料から見た―」折田 悦郎氏（本専
攻／大学文書館教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第10回）
2012年6月27日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「太平洋戦争開戦経緯の研究を振り返って　―思索し、資料を探し求めて―」三輪 宗
弘氏（本専攻／記録資料館教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第11回）
2012年8月21日（火）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「歴史的公文書保存と人材育成の展望」針谷 武志氏（別府大学教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第12回）
2012年９月24日（月）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「情報の法的取扱いとライブラリーサイエンス」酒匂 一郎氏（本専攻／法学研究院教授）

第60回日本図書館情報学会研究大会プレイベント「ビクター・ヘニング氏（Mendeley）講演会」
2012年11月17日（土）　九州大学文系地区共通講義棟101教室
クラウドと共有“これからの研究者の文献管理”（Management and Sharing of 
Scholarly Information from a Researcher’s View）Victor Henning氏
（Mendeley社 共同創設者，CEO）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第13回）
2012年12月19日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「江戸版本書誌学の諸問題　―本学所蔵書籍を中心に―」川平 敏文氏（本専攻／人
文科学研究院准教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第14回）
2013年1月23日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「高等教育の電子教材における他人の著作物の利用と問題点」吉田 素文氏（本専攻／医学研究院教授）

連続講演会「ライブラリーサイエンスの現在」（第15回）
2013年2月20日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「武雄市図書館問題から考える図書館の現在　―指定管理者、個人情報・プライバ
シー保護をめぐって―」湯淺 墾道氏（情報セキュリティ大学院大学教授）

2013年度

講演会
2013年8月30日（金）　福岡アメリカン・センター
「デジタル時代を生き抜く！情報リテラシーの育成」バーバラ・M・ジョーンズ氏（米国
図書館協会知的自由部部長／読書の自由財団事務局長）

ワークショップ「本の楽しさを伝えよう！」
2013年11月25日(月)　 九州大学旧工学部5号館5階大講義室　講師：汐﨑 順子氏

2014年度

講演会　
2014年6月11日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「アメリカの公共図書館におけるトレンド分析とマーケティング」アルカ・バトゥナガー
氏（米国大使館情報資料担当官）

2014年8月1日（金）　福岡アメリカン・センター
「インフォプロと図書館の新たな役割」バーバラ・K・ストリプリング氏（米国図書館協会会長）

学術講演会「これからの図書館と図書館員の目指すべき方向性」
2014年9月2日（火）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
田村 俊作氏（慶應義塾大学メディアセンター所長）　
川本 芳昭氏（九州大学附属図書館長）

院生によるライトニングトークセッション
2014年12月15日(月)　 九州大学箱崎地区旧工学部5号館4階会議室
Douglas W. Oard氏（米国メリーランド大学情報学科教授）

2010年度

入試説明会
2010年11月30日（火）　九州大学伊都地区総合学習プラザ２階オートモーティブ
サイエンス専攻講義室３
2010年12月1日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2010年12月18日（土）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール

2011年度

入試説明会
2011年6月11日（土）　九州大学中央図書館４階視聴覚ホール
2011年7月20日（水）　九州大学中央図書館新館４階視聴覚ホール

オープンキャパス
2011年7月23日（土）　九州大学中央図書館３階第2情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」渡邊由紀子氏（本専攻/附属
図書館講師）
「模擬授業」井上　仁氏（本専攻/情報基盤研究開発センター准教授）「教材開発と
そのオープン化」
個別相談会

「ビブリオバトル首都決戦2011」予選会
2011年10月15日(土)　 九州大学中央図書館２階きゅうとコモンズ

就職支援企画(講演会)
九州大学箱崎地区旧工学部5号館4階LSS講義室
第1回　2011年10月12日(水)
モデル1「記録管理の専門家」麻生レコードマネジメント株式会社　釜堀 幸 氏
第2回　2011年11月16日(水)
モデル2「大学図書館員」
九州大学附属図書館 eリソースサービス室 eリソースサポート係　兵藤 健志 氏
第3回　2011年11月30日(水) 
モデル3「情報を管理・提供する組織の管理者」
丸善株式会社 教育・学術事業本部図書館アウトソーシング事業部 九州図書館
サービスセンター　佐田 一兵 氏
モデル4「データエンジニアリングの専門家」
株式会社NTTデータ九州 第一ビジネス事業部 公共ビジネス部 
NALIS開発担当　一本 麻衣子 氏

第13回図書館総合展出展
2011年11月9日（水）- 11月11日（金）　パシフィコ横浜　展示ホールD

大学ICT推進協議会2011年度年次大会出展
2011年12月7日(水)-12月9日(金)　 福岡国際会議場

2012年度

入試説明会
2012年７月 4 日（水）　九州大学中央図書館４階視聴覚ホール
2012年10月17日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2012年12月 5日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D

オープンキャンパス
2012年７月21日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
「模擬授業」井上　仁氏（本専攻/情報基盤研究開発センター准教授）「教材開発とそのオープン化」
個別相談会

修士論文公聴会
2013年3月1日（金）　九州大学旧工学部５号館５階大講義室

「記録情報管理分野の専門人材育成」に関するワークショップ後援
主催：学校法人麻生塾　麻生情報ビジネス専門学校
2013年3月4日（月）　電気ビル「共創館」３階C中会議室

2013年度

入試説明会
2013年６月19日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2013年7月17日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
2013年10月10日（木）　九州大学芸術工学図書館３階研究セミナー室
2013年12月16日（月）　九州大学中央図書館３階演習室Ｄ

オープンキャンパス
2013年６月29日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
「模擬授業」井上　仁氏（本専攻/情報基盤研究開発センター准教授）「電子資料作成入門」
個別相談会

修士論文公聴会
2014年2月28日（金）　九州大学箱崎地区旧工学部５号館５階大講義室

2014年度

入試説明会
2014年７月16日（水）　九州大学文系地区共通講義棟２０２教室
2014年７月17日（木）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール

オープンキャンパス
2014年７月26日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
現役学生の研究紹介
個別相談会

修士論文公聴会
2014年8月12日（火）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

修士論文公聴会
2015年2月27日（金）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

2015年度

入試説明会
2015年７月15日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D
2015年11月18日（水）　九州大学中央図書館３階演習室D

オープンキャンパス
2015年７月18日（土）　九州大学中央図書館３階第２情報サロン
「九州大学大学院ライブラリーサイエンス専攻の概要」
専攻の専任教員や現役学生による研究紹介
個別相談会

修士論文公聴会
2015年8月26日（水）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

修士論文公聴会
2016年2月24日（水）　九州大学箱崎地区旧工学部5号館5階大講義室

シンポジウム
2015年1月29日（木）　九州大学箱崎地区旧工学部５号館５階大講義室
古賀 崇氏（天理大学准教授）

2015年度

学術講演会
2015年7月22日（水）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「サブジェクトライブラリアンへの道程～A Journey to Become A Subject｠
Librarian～」田中 あずさ氏（ワシントン大学東アジア図書館日本研究司書）

学術講演会
2015年8月3日（月）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「大学図書館の将来」竹内 比呂也氏（千葉大学副学長兼附属図書館長、アカデミック・リンク・センター長）

学術講演会
2015年12月15日（火）　九州大学中央図書館新館4階視聴覚ホール
「図書館における資料選択-2015年のトピックから-」大谷 康晴氏（日本女子大学文学
部・准教授、九州大学附属図書館研究開発室訪問研究員）

シンポジウム
2016年1月30日（土）　九州大学文系地区中講義室
「テキストマイニングとデジタル・ヒューマニティーズ 」

みち
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