
第 51 回日本図書館情報学会研究大会のご案内 
 
 2003 年度の第 51 回日本図書館情報学会研究大会を下記のとおり開催いたします．今大

会は学会創立 50 周年の記念大会であり，記念式典や記念講演がおこなわれます．新たな 50
年にむけた節目の大会として，是非ご参加くださるようお願いいたします．なお，今月よ

り研究発表の申し込みを受け付けますので，みなさま奮ってお申し込みください． 
 
開催要領 
   日 程：2003 年 10 月 25 日（土），26 日（日） 
   会 場：筑波大学春日キャンパス（茨城県つくば市春日 1-2） 
   事務局：〒305-8550 つくば市春日 1-2 筑波大学図書館情報学系 

第 51 回日本図書館情報学会研究大会事務局 
       e-mail: jslis-51st@slis.tsukuba.ac.jp 
       （http://www.slis.tsukuba.ac.jp/jslis51/） 
   参加費：正会員 4,000 円，学生会員 1,000 円，非会員 6,000 円 
  （懇親会費：正会員・非会員 5,000 円，学生会員 3,000 円） 
   プログラム（予定）： 
 10 月 25 日（土）   10 月 26 日（日） 
 9 :30-10 :00 受付 8 :30- 9 :00 受付 
 10 :00-12 :00 研究発表 9 :00- 12 :00 研究発表 
 13 :00-15 :00 研究発表 13 :00- 14 :00 臨時総会 
 15 :00-17 :00 記念式典・講演 14 :00- 16 :50 シンポジウム 
 18 :00-20 :00 懇親会 16 :50- 17 :00 閉会式 
   その他： 

・ 参加申込書は，後日，正式のご案内とともにお送りいたします 
・ シンポジウムのテーマは「これからの図書館情報学研究と教育」です 

 
研究発表募集要項 
1) 応募資格 筆頭発表者が日本図書館情報学会の正会員または学生会員であること 
2) 発表時間 一題あたり発表 20 分，質疑 10 分（予定） 
3) 申込方法 電子メールまたは郵便で「第 51 回日本図書館情報学会研究大会発表申込

書」を大会事務局までお送りください．申し込みが受理された場合は，

申込書記載の発表題目・発表要旨等を大会プログラムに掲載し，プログ

ラムは事務局 Web ページでも公開します．あらかじめご了承ください． 
4) 申込締切 8 月 8 日（金） 
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5) 申込受理 8 月中に通知し，あわせて発表日時と部会をお知らせします 
6) 要項原稿 9 月 24 日（水）必着で，A4 判 4 枚（図版，資料を含む）の印刷した版

下原稿を大会事務局まで郵送ください．電子媒体では受け付けません 
7) 留意事項 発表部会ごとに発表用パーソナルコンピュータ（Windows 系 OS＋

Microsoft PowerPoint）と液晶プロジェクタを用意します．これ以外の

機器（OHP，ビデオなど）を利用希望（持ち込みを含む）の方は申込書

の備考欄に必要機材を明記してください．また，発表できない日時があ

る場合も備考欄にご記入願います． 
 
会場への交通（詳細は http://www.tsukuba.ac.jp/menubar/access.htmlをご参照ください） 

 1.東京駅八重洲南口より「つくばセンター」行き高速バス 終点下車（約 65 分），徒歩 10 分 

 2.羽田空港より「つくばセンター」行き高速バス 終点下車（約 120 分），徒歩 10 分 

 3.JR 常磐線ひたち野うしく駅下車 

  駅東口「筑波大学中央」または「建築研究所」行きバス（約 30 分），吾妻小学校前下車，徒歩 1 分 

 4.JR 常磐線土浦駅下車 

  駅西口「筑波大学中央」行きバス（約 30 分），吾妻小学校前下車，徒歩 1 分 

宿泊案内 

例年，この時期は国際会議や学会がつくば市内で多数開かれるため，直前のホテル予

約は困難です．大会事務局では会場最寄りのホテルに大会参加者向けとして 85 室確保

し，割引料金を設定してもらいました．今年は 10 月 25 日午前から研究発表を予定し

ていますが，24 日からの宿泊も可能です．24 日の宿泊をご希望の方は特に早めにお申

し込みください．利用にあたっては，直接ホテルにお申し込みください． 
 
オークラ フロンティアホテルつくば（〒305-0031 つくば市吾妻 1-1364-1） 

TEL 029-852-1112, FAX 029-852-5623, http://www.okura-tsukuba.co.jp/ 

    シングル 本館 9,800 円，エポカル（別館） 9,000 円 

    ツイン  本館 18,000 円（以上は 1 室あたりの料金で，朝食・税金・サービス料を含みます） 

交通：つくばセンター～本館 徒歩 1 分，大会会場～本館 徒歩 10 分 

   つくばセンター～エポカル 徒歩 10 分，大会会場～エポカル 徒歩 20 分 

注意：9 月 15 日までに電話または FAX にて直接予約してください（受付中） 

   予約時には日本図書館情報学会研究大会の参加者であることをお申し出ください 

期限以前でも大会向けの客室予約枠を使い切った時点で受付が終了します．5 月現在で半

数近く予約済みとなりました 
 
その他のホテル つくば市内のホテル一覧が「つくば国際会議場」の Web サイトで案内されていま

す（http://www.epochal.or.jp/guest/05hotel/hotel_g.htm）．以下は，オークラ 

フロンティアホテルつくば以外で，大会会場から徒歩圏にあるホテルです． 

ホテルグランド東雲 TEL 029-856-2211，ホテル松島 TEL 029-856-1191
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第５１回日本図書館情報学会研究大会 研究発表申込書 

2003 年  月  日提出 
 ふりがな 

 氏 名 
 正 会 員  学生会員 

連絡先  〒 

     

          TEL                  FAX 

 所 属 
 

 E-mail  

 発表題目 
 

発表要旨 (1)研究目的，(2)研究方法，(3)得られた(予想される)成果を 1200 字程度で記述してください。 

 

備 考 
（PC，プロジェクタ以

外の機材使用希望，発

表希望日時等） 

 

※事務局使用欄 受理番号（      ）  受理日 2003 年  月  日 
提出期限は 8 月 8日(金)です．郵送または電子メールで大会事務局 jslis-51st@slis.tsukuba.ac.jp宛に

お送りください（添付ファイル不可）．電子メールでの提出書式（テキストファイル）は電子メール版会報で配

布されるほか，http://www.slis.tsukuba.ac.jp/jslis51/からダウンロードできます． 
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