ブース出展者・フォーラム主催者

図書館キャラクター・グランプリ

移動図書館に注目
●クラウドファンディング達成で注目のそらまめの会（指宿市立図書館指定管理者）
のブックカフェ号「そらまMEN」が全国キャラバンで登場！
●フォーラム
「動く図書館のバトンをつなぐ ─移動図書館の過去・現在・未来─」
11月1日10:00〜11:30〈第4会場〉
梅澤幸平（元・滋賀県立図書館 館長）／中山
真一（横浜市中央図書館サービス課 課長）／
下吹越かおる
（指宿市立指宿図書館 館長）／
林田理花（株式会社林田製作所 取締役）、司会
コーディネーター：石川敬史（十文字学園女
子大学 准教授）

働き方は、
ゆるくはないぞ！ 図書館キャラクター
今年も、
図書館運営に貢献している図書館キャラクターを大いにプレゼンテーション！
●図書館キャラクター展示
展示会場内の特設コーナーにて全キャラクターのPRシートを公開。GP選出の投
票場を設けます。 ※授賞結果の発表は会期後となります。
●図書館キャラクター プレゼンテーション大会
展示会場内スピーカーズ・コーナーにて、着ぐるみあり、パフォーマンスありのプ
レゼンテーション大会を開催します。
●図書館キャラクターを応援しよう
図書館総合公式webサイト上に、各キャラクターの個別PRページを設けます。応
援ツイート用のボタンを設置しますので、Twitterでも応援お願いします！

災害と図書館の役割

※詳細は公式webサイトまで

図書館の収集する災害資料が、
ヒト・モノ・コトを次の災害から守る

新館・改築館紹介コーナー

被災経験の継承が防災力の向上につながることを期して、図書館の災害資料アーカ
イブ事業についての展示等を行っています（国立研究開発法人 防災科学技術研究
所・図書館総合展運営委員会 共同企画）。
●フォーラム
「西日本豪雨災害 緊急報告会 〜被災地図書館からの報告」
主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所・図書館総合展運営委員会
共催：(公社)日本図書館協会（予定）
10月30日10:00〜11:30〈第6会場〉
●スピーカーズコーナー
「災害と図書館 〜被災したらどうなる？どうする？」
主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所・図書館総合展運営委員会
登壇者： 間中辰弥（常総市立図書館 司書）／江草由佳（saveMLAK/国立教育政
策研究所）／稲葉洋子(帝塚山大学非常勤講師) ／加藤孔敬（名取市図書館 司
書）、司会：堀田弥生(防災科学技術研究所 客員研究員・防災専門図書館 司書）
10月30日 13:00〜14:30〈B会場〉

展示
「新館さん いらっしゃい！」
開館まもない新館・改築館、新たに始まったサービスやシステム、
これからできる新
館計画、画期的なリノベーション計画等を集めて展示します。

専門図書館のご紹介

共催：専門図書館協議会

●展示「こんなにあります！あなたも使える専門図書館」
一般公開されている魅力的な専門図書館を、
パネル展示等でご紹介します。
きっと、あなたがまだ知らない専門図書館に出会えるはず。
●フォーラム「ミュージアムの未来と専門図書館：ミュージアムライブラリーの機能と使命を問う
講師：川口雅子（国立西洋美術館 学芸課情報資料室長）／八柳サエ
（横浜美術館
学芸グループ 美術情報センター 担当グループ長 主任司書／主任学芸員）／楯石
もも子（東京都江戸東京博物館 司書）
10月31日10:00〜11:30〈第1会場〉
●ブース展示、ポスターセッション
専門図書館協議会、美術図書館連絡会（ALC）、
（公財）大宅壮一文庫、
（一財）機械
振興協会経済研究所 BICライブラリ、渋沢社史データベース
（SSD)、防災専門
図書館、防災科学技術研究所、
（公財）
日本交通公社 旅の図書館のご案内
●横浜美術館 美術情報センター 見学ツアー
会期中の３日間、会場から歩いてゆける
「横浜美術館 美術情報センター」の見学ツ
アーを開催します。
各日13:30〜
（終了14:30頃）。

〈展示会場内〉
●展示「全国の災害アーカイブ実施図書館」
被災経験のある全国の図書館等施設が行っているアーカイブ事業を集めてパネ
ルで紹介
●展示ブース
「防災科学技術研究所総合防災情報センター自然災害情報室」
〈小間番号C-12〉
※詳細と参加の申込みは公式webサイトまで

図書館をたのしみたいひと向け同人誌即売会
「としょけっと2018」

※詳細と参加の申込みは公式webサイトまで

アカデミック・リソース・ガイド株式会社
（ARG）
（株）
朝倉書店
（株）
朝日新聞社
（株）
足柄製作所
アドコム・メディア
（株）
（株）
医学書院
NPO医学中央雑誌刊行会
（株）
伊藤伊
NPO医療の質に関する研究会
インフォコム
（株）
（株）
内田洋行
英語ソムリエアカデミー
（株）
ＳＩＣ
NECネクサソリューションズ
（株）
（株）
NTTデータ九州
（株）
榎本事務所
（株）
エム・ビー・エー
エルゴテック
（株）
エルゼビア・ジャパン
（株）
（株）
大入
（株）
オーストリッチインターナショナル
OverDrive, Inc.
オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）
（公財）
大宅壮一文庫
（株）
オカムラ
音楽図書館協議会
（株）
カーリル
（株）
偕成社
（株）
化学同人
かぞく英語研究所
活字文化推進会議
（株）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
神奈川県資料室研究会
神奈川県図書館協会
（株）
カルチャー・ジャパン
関西大学アジア・オープン・リサーチセンター
（一財）
機械振興協会経済研究所 BICライブラリ
（株）
紀伊國屋書店
キハラ
（株）
岐阜女子大学

（株）
アイ・ケイコーポレーション （株）
クリエイツかもがわ

図書出版
（株）
文眞堂
トンボ出版

（株）
マール社

（有）
ベレ出版

（有）あおぞら音楽社

（株）
溪水社

（株）
人文書院

（株）
長崎文献社

（株）
マガジンハウス

（株）
山川出版社

（株）
亜紀書房

（一社）
経団連事業サービス

（株）
森話社

（一財）
名古屋大学出版会

（株）
澪標

（株）
有斐閣

（株）
朝倉書店

（有）
慶友社

（株）
西日本出版社

（株）
緑書房

書店にも図書館にもない本、
見つけましょう

（株）
飛鳥新社

（株）
研究社

（株）あすなろ書房

（株）
現代思潮新社

●神奈川県古書籍商業協働組合（古書籍販売）が出展します。
http://kosho.saloon.jp/
鐙堂／観魚堂／香博堂／しましまブックス／鈴緒庵／雲雀洞／文雅新泉堂／
古本小屋ユニオン／古書リネン堂／グリム書房

（株）あっぷる出版社

（株）
建帛社

（株）
製菓実験社

（株）
日本ヴォーグ社

（株）
ゲンロン

（株）
青娥書房

図書館業界の主要企業、
学術・専門書出版社等が一堂に会する展示会で、
一気に各
社をまわって、
社員さんから直接お話を伺ってみませんか。
全国各地から集まる学生
さんと交流と深めてみませんか。
図書館情報学を研究する教員などがツアーを案内し
ます。
就職希望の学生、
図書館学を専攻する学生におすすめです。
「学生のため」
だけ
でなく、
図書館に勤務されて日の浅い方々を対象にしたツアーも併せて開催します。

●フォーラム
「『Life with Reading-読書の秘訣カード』の活用事例報告」
11月1日15:30〜17:00〈第8会場〉
前回総合展にて発表しご好評いただいた読書支援ツールの活用事例を紹介しま
す。小中学校・公共図書館等での実践と国際学会での反応をご報告します。
●ブース内イベント
紙芝居おじさんによる
「紙芝居の実演」
や絵本作家によるワークショップの開催。
紙芝居や絵本の楽しさを作り手・演じ手からお届けします。

（株）
化学同人

（株）
日本経済評論社

武蔵野大学出版会

日本工業出版
（株）

（株）
明星大学出版部

（株）
飯塚書店

（株）
講談社

聖徳大学出版会

協同組合日本シナリオ作家協会

メイツ出版
（株）

（株）
医学出版社

合同出版
（株）

（株）
誠文堂新光社

（公社）
日本写真協会

（株）
明文書房

（株）
医学書院

神戸大学出版会

（有）
せせらぎ出版

（一財）
日本聖書協会

（株）
めこん
（株）
メヂカルフレンド社

（株）
郁文堂

（株）
国書刊行会

（株）
セルバ出版

（株）
日本地域社会研究所

（株）
池田書店

（株）
国土社

（株）
千書房

（公社）
日本図書館協会

専門図書館協議会

（株）
日本郵趣出版

（株）
メディカ出版

（学）
東海大学出版部
（株）
文一総合出版

（株）
総合科学出版

（株）
パーソナルケア出版部

（株）
コロナ社

（株）
増進堂・受験研究社

（株）
パイ インターナショナル

（有）
ゆいぽおと

（株）
岩波書店

（株）
SCICUS

（株）
草風館

（株）
博雅堂出版

（株）悠光堂

【人文会】

（株）
インターメディカ

（株）
彩流社

（株）
叢文社

（有）
白澤社

（株）
ユサブル

（株）
大月書店

（株）
潮出版社

（株）
朔北社

（有）
海と月社

（株）
さくら舎

（株）
エイデル研究所

（株）
さんこう社

（株）
白峰社

（株）
ユニプラン

（株）
御茶の水書房

（株）
第一公報社

（株）
柏艪舎

（株）
羊土社

（株）
紀伊國屋書店

第一出版
（株）

（株）
原書房

素人社

リットーミュージック
ビーエル出版（株）
（通称・ＢＬ出版） （株）

（株）
大盛堂書房

白光真宏会出版本部

（株）
大学教育出版
（有）
第三書房

（株）
視覚デザイン研究所

（株）
大日本絵画

（株）
偕成社

（株）
時事通信社

（株）
高橋書店

（株）
学文社

（株）
詩想社
実教出版
（株）

小さい書房

ぱるす出版
（株）
（株）
判例時報社

（株）
評論社
フォレスト出版㈱

慶應義塾大学出版会
（株）

米川研究所

（株）
大修館書店

（株）
影書房

丸善出版
（株）

柳原出版
（株）

（有）
ジェイ・リサーチ出版

（株）
ライツ社
ライフサイエンス出版
（株）
（株）
黎明書房
露蘭堂
（有）
論創社

（株）
勁草書房
（株）
春秋社
（株）
晶文社
（株）
青土社

◆ご入場に際しては、会場入口前に置かれたご来場者登録カードあるいは本券へご記入のうえ、名刺2枚を添えて、受付にお持ち下さい。
・名刺をお持ちでない方、昨年より所属に変更のない方は、右欄太枠内にご記入下さい。
・本券は入場証（ネームホルダー）との引き換えとなります。
1.あなたのご所属は？（あてはまるもの１つに□印をつけて下さい。）

昨年より︑所属に変更のない方は︑こちらにチェックしてください︒

●所属部署等

（フリガナ）
●ご氏名

●E-mail
●送付先
□所属先 ／ □ご自宅 （どちらかにマークして下さい。）

個人情報管理につきまして
※ご記入いただいた個人情報は本展示の運営管理、次回開催のご案内のため使用するものです。※主催者は、本展示関係者が適切に個人情報を取り扱うように指示・監督し、また個人情報の漏洩・減失・毀損の防止に努めます。※出展者からの要望に限り、個人情報を出展者に公表させていただく場合があります。ご了承下さい。

今回、図書館総合展と同期間・同会場にて、美術館に関わる全ての人々のための総合展「アートミュージアム・アンヌアーレ2018」
を開催します。来場受付・ゲートも共
通ですので、
どちらの招待でも同様に入場していただけます。
会場入口にて配布しておりますMAP、公式アプリ、
また会場内のサインにて、美術館向け・学芸員向けの展示、
フォーラムがわかるようご案内しております。
公共施設の合築、複合計画のすすむ昨今でございますので、図書館関係の皆さまにおかれましても、双方の展示・フォーラムをご覧いただければと存じます。

（株）
筑摩書房
（一財）
東京大学出版会

福音館書店

スピーカーズ・コーナー＆メーカーズ・ラボ
《スピーカーズ・コーナー》
会場内の特設会場でさまざまなイベントを開催しています。

（株）
竹林館

（株）
冨山房インターナショナル

【出版梓会】

（株）
日本評論社

第四回全国学生協働サミット

●英語でおはなし会「英語えほんライブ」
（主催：かぞく英語研究所）
10月30日 11:45〜12:30 〈A会場〉

大学図書館の学生協働に関わる学生・教職員が一堂に会し、
交流
を深めるイベントです。
「利用者との協働」
について考えるすべて
の館種の皆さまにご覧いただけます。
参加をお待ちしています。
●大集会
10月31日 15:30〜17:00〈展 示 会 場 内 会 場〉報 告・意
見交換会ののち、
自由に交流できる場も設定しています。
●各団体ポスターの展示・PRビデオの会場内上映
各大学の取組みを会場内特設コーナーでご覧になれます
（3日間常設）
●アイディアコンテスト／チャレンジコンテスト
●教職員の情報交換会（夜の部）
※随時、参加大学募集中！ まずはエントリー
を！
（申し込みは公式webサイトにて）
※大学図書館以外の皆さんの参観も大歓迎！

●災害と図書館 〜被災したらどうなる？どうする？
（主催：国立研究開発法人 防災科学技術研究所・図書館総合展運営委員会）
10月30日 13:00〜14:30 〈B会場〉

図書館でゲーム

（株）
地人書館

（有）
フジメディカル出版

（株）
明石書店

（株）
白水社

●ブース
「ボードゲーム体験コーナー」

（株）
下野新聞社

（株）
ちとせプレス

（株）
婦人之友社

（株）
風間書房

（株）
平凡社

●フォーラム
「図書館サービスとしての「ゲーム」活用
─図書館総合展ゲーム部フォーラム」
講師：高倉暁大
（ゲームソムリエ）
／オーレ・ベリー
（株式会社図
書館流通センター）／長田由美（株式 会 社 図書館流通セン
ター）
、
司会コーディネーター：日向良和
（都留文科大学 准教授）
10月30日 10:00〜11:30 〈第8会場〉

学校図書
（株）

鳥影社
（公社）シャンティ国際ボランティア会 （株）

（株）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

（株）
集英社

（宗）
カトリック中央協議会

（株）
重化学工業通信社
集広舎

（株）
汐文社
筑波大学出版会
（株）
DBジャパン

プチ・レトル
（株）
プラチナ出版
（株）
（株）
フレーベル館
プレスポート・北欧文化通信社

柏書房
（株）

（一財）
法政大学出版局

（株）
金の星社

（株）
みすず書房

（株）
工作舎

（株）
ミネルヴァ書房

（株）
作品社

（株）
未來社
（株）
吉川弘文館

合同会社花乱社

（株）
柊風舎

（株）
出窓社

（株）
文藝春秋

（株）
左右社

（株）
河出書房新社

（株）
樹村房

（株）
天声社

（株）
文溪堂

（一財）職業訓練教材研究会

（株）
出版館ブック・クラブ

（株）
展望社

文研出版

（株）
翰林書房

（株）
出版文化社

（株）
トゥーヴァージンズ

（株）
技術評論社

（有）
寿郎社

（株）
東京化学同人

（株）
キネマ旬報社

（株）
旬報社

（一財）
東京大学出版会

（一財）
九州大学出版会

（株）
小学館

東京電機大学出版局

（株）
教育評論社

（株）
裳華房

（株）
同人社

（株）ポーラ・オルビスホールディングス （株）ナカニシヤ出版

（株）
協同医書出版社

（株）
少年写真新聞社

（株）
東信堂

（株）
北隆館

（株）
日貿出版社

（株）
平凡社

（一社）
京都大学学術出版会

（株）
新建新聞社

（株）
同成社

（株）
星の環会

（株）
日本標準

（株）
武蔵野美術大学出版局

関西学院大学出版会

教文館

真興交易
（株）
医書出版部

共立出版
（株）

（株）
新樹社

（株）
くもん出版

（株）
新水社

同文舘出版
（株）
ＴＯＴＯ出版
（株）
図書館流通センター

（株）
新星出版社

【美術書出版会】

（株）
新曜社

（株）
芸術新聞社

（株）
創元社

（株）
淡交社

（株）
保育社

（株）
千倉書房

（株）
中央公論美術出版

（株）
方丈社

（株）
童心社

（株）
東京美術

（株）
平和のアトリエ
勉誠出版
（株）

北海道大学出版会
（株）
ポプラ社
本願寺出版社

（株）
西村書店

（株）
白水社
ひかりのくに
（株）
（株）
ビジネス教育出版社

ポスターセッション参加者

9月12日現在

アート・ドキュメンテーション学会 デジタルアーカイブサロン

国立情報学研究所

東京大学経済学資料室

愛知淑徳大学人間情報学部

国立女性教育会館

東京大学工学・情報理工学図書館

愛知大学文学部図書館情報学専攻 加藤ゼミ

埼玉県高校図書館フェスティバル実行委員会

東京大学附属図書館アジア研究図書館 上廣倫理財団寄付研究部門（U-PARL）

愛知大学 図書館情報学専攻 山本ゼミ

産業能率大学

同志社女子大学

青山学院大学シンギュラリティ研究所「近未来の図書館と新しい学び」研究プロジェクト

静岡文化芸術大学

同志社大学図書館情報学研究室

旭区まちづくりポット

静岡理工科大学付属図書館図書課

東北福祉大学教育学部図書館情報学研究室

（公財）
渋沢栄一記念財団 情報資源センター

常盤大学ゲーミフィケーション研究会

岩手県立大学 ライブラリー・アテンダント

島根県立大学短期大学部松江キャンパス図書館学生図書委員会

富山短期大学

NPO法人インテリジェンス研究所

十文字学園女子大学図書館

奈良大学図書館

上田女子短期大学 図書館サークルFLC

出版デジタル機構

桜美林大学図書館読書運動プロジェクト実行委員会

城西大学水田記念図書館

大阪経済大学図書館

湘北短期大学図書委員会

大阪産業大学

墨田区立ひきふね図書館

大阪市立図書館自主学習グループ「OMLIN学び隊」

聖徳大学文学部図書館情報コース片山ゼミ

オープンアクセスリポジトリ推進協会

saveMLAKプロジェクト

一橋大学社会科学古典資料センター／一橋大学附属図書館

専修大学文学部 植村八潮・野口武悟研究室

国立大学法人兵庫教育大学附属図書館

（公財）
大宅壮一文庫

（学法）
大和学園京都栄養医療専門学校情報ライブラリー

20世紀メディア研究所
（公財）
日本交通公社 旅の図書館のご案内
日本児童教育専門学校図書室
日本大学図書館文理学部分館 SACLA
（公社）
日本図書館協会認定司書事業委員会

福島大学総合教育研究センター／附属図書館／学びのナビゲーター

学校図書館実践活動研究会

筑波大学 松村研究室

Project Next-L

学校図書館総合研究所

筑波大学 松村研究室絵本組

Project Ｌ
ｉ
ｅ

神奈川県立図書館 児童サービス調査プロジェクトチーム

つながる図書館プロジェクト

苅田町立図書館

鶴見大学文学部ドキュメンテーション学科

京都外国語大学付属図書館

天理大学情報ライブラリー

防災専門図書館 公益社団法人全国市有物件災害共済会

京都国際マンガミュージアム

天理大学ライブラリー同好会

明治薬科大学図書館

京都精華大学

東京学芸大学学校図書館運営専門委員会

横浜市立大学学習情報センター 学生ライブラリスタッフ

京都大学東南アジア地域研究研究所図書室

東京学芸大学附属図書館

立正大学古書資料館

kumori

東京家政大学図書館

立命館大学図書館研究会

皇學館大學附属図書館

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会

流通科学大学
「文章表現Ⅱ」
チーム

高知大学教育学部附属幼稚園「絵本の部屋」再生の記録編集委員会

東京大学教養学部附属教養教育高度化機構社会連携部門

流通科学大学図書館サークル

文教大学越谷図書館学生協働サポーターほんだな係
（国研）
防災科学技術研究所

※企画の詳細と参加申込みについては
公式webサイトまで

●図書館講演会のすすめ（主催：株式会社榎本事務所）
「ライトノベルの歴史」10月30日10：30〜11：15〈B会場〉
「小説を書いてみよう」10月31日15：30〜16：15〈B会場〉
「エンタメ業界について」11月1日15：30〜16：15〈B会場〉

（株）
じほう

香川大学 山本茂喜研究室
▼資料・招待券等のご案内をお送りさせていただく際の宛先

アートミュージアム・アンヌアーレ2018（Art Museum Annuale 2018）の開催につきまして

（株）
学研プラス

跡見学園女子大学 図書館ボランティア
●所属団体・学校・企業等

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1
総合案内 ☎ 045-221-2155
交通案内 ☎ 045-221-2166
URL:http://www.paciﬁco.co.jp/
◆ みなとみらい線：みなとみらい駅より徒歩約3分
◆ JR線／市営地下鉄：桜木町駅より徒歩約12分
◆ JR線：横浜駅よりタクシー約7分 シーバス
（船）約10分

（株）
創元社

横浜市立図書館

※会場入口前に置かれた登録カードもご利用下さい。

・

（有）
笠間書院

（株）
かもがわ出版

●『謎解きはディナーのあとで』などの表紙でおなじみ、中村佑介氏（イラストレーター）
をお迎えした講演会
11月11日(日)【中央図書館】

築地書館
（株）

（株）
小峰書店

（株）
ジアース教育新社

☆申込方法等、詳細は
「横浜市立図書館」で検索！

（株）
全国農村教育協会

（株）
市ヶ谷出版社

（株）
ガイアブックス

●「高齢者と絵本を楽しもう」講演会＆交流会（介護現場での絵本を活用した取組みについての講演など）
11月10日(土)【瀬谷図書館】

（株）
恒星社厚生閣

（有）
和泉書院

（株）
絵本館

●わらべうたや読み聞かせの普及などで活躍されている石川道子氏の講演会「豊かな言葉の世界〜子どもと本をつなぐために〜」
11月1日(木)【保土ケ谷図書館】

（株）
研成社

（株）
メディア・リサーチ・センター（株） 東京書籍

※詳細は公式webサイトまで

●口承文芸研究の第一人者である小澤俊夫氏による講座「昔話の魅力〜語り継がれる世界への招待〜」
11月1日(木)【戸塚図書館】

□ メルマガの配信を希望しない。

（株）
岩崎書店

サンパウロ

●講演会「皆様の夢を乗せて―横浜市営地下鉄という装置〜ちんちん電車から地下鉄そして…」
10月27日(土)【神奈川図書館】

3. 本券にメールアドレスを記入された方にメールマガジン「図書館総合展からの
ご案内」（毎週配信）をお送りしております。配信ご不要の方は下にチェック
して下さい。

（株）
朝倉書店

合名会社武蔵野書院

（株）
エヌ・ティー・エス

横浜市立図書館では、
この秋、
たくさんのイベントを行います。
その一部をご紹介します
（下記のイベントは、
すべて事前申込が必要です）
。

□アートミュージアム・アンヌアーレの開催資料を送ってほしい

【自然の会】

（株）
ミルトス

青簡舎

（有）
こぶし書房

展示会／10月30日（火）〜11月1日（木）10:00〜18:00
会 場／パシフィコ横浜 展示ホールD ／アネックスホール
図書館総合展公式ウェブサイト：https://www.libraryfair.jp/

（株）
平凡社

（株）
宮帯出版社

参加：事前申込みが必要です。

やっぱり読書の秋 横浜市立図書館秋のイベント

□ 招待券を送ってほしい。
□ 出展を検討したいので資料を送ってほしい。

日外アソシエーツ
（株）
（株）
二宮書店

（株）
三省堂

出版社がおおくりする
「図書館へのおすすめ本」企画は、その専用注文書2018年版に全国の出版社283社から選りすぐりの本1715点を掲載しました。会場では、掲載され
た本の陳列もしております。
また
「出版社ブース」
では、本の作り手である出版社の人達が、皆様のご来場を心より待ちしております。

2. 次回図書館総合展について（2019年11月12日（火）〜14日（木）
）

聖学院大学出版会

Eco・クリエイティブ

図書館へのおすすめ本

□ 公共図書館関係者
□ 機関・企業図書館関係者
□ 大学・短大・高専図書館関係者
□ 小・中・高学校図書館関係者
□ 博物館・公文書等館関係者
□ 行政・自治体・教育委員会
□ 著者・出版社・取次・書店など
□ 学生
□ 一般
□美術館関係者

（株）
すばる舎

（株）
考古堂書店

海青社

ご来場者登録カード〈入場証引換用〉

鈴木出版
（株）

ほんの森出版
（株）

（株）
イースト・プレス

医歯薬出版
（株）

同時開催：アートミュージアム・アンヌアーレ2018（美術館に関わる全ての人々のための総合展）

（主催：アートミュージアム・アンヌアーレ準備委員会／企画・運営：JCCカルチャー・ジャパン）

（株）
新ハイキング社

アドコム・メディア
（株）

第20回図書館総合展

9月12日現在
（株）
新星出版社

図書館総合展「学生のための展示ブースツアー」
＆「初心者のためのブースツアー」

「来て楽しい♪」
「見て楽しい♪」
「参加して楽しい♪」
「買って楽しい♪」
ブースを出展！お
すすめ本はもちろん、
グッズ・横浜銘菓・銘品を多数揃え販売いたします。
絵本を題
材にしたすごろくやかるた等
「ここだけでしか買えない図書館用品」
も販売いたします！

BioOne
（株）
原書房
（株）
ハリマビステム
パワープレイス
（株）
ビジネス支援図書館推進協議会
美術図書館連絡会（ALC: Art Libraries' Consortium）
ビブリオテカ・ジャパン
（株）
ビブリオバトル普及委員会
フイルムルックス
（株）
（株）
冨山房インターナショナル
富士通
（株）
富士通システムズアプリケーション＆サポート
（株）
フライヤー
（株）
プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン
（株）
フルタイムシステム
（株）
ブレインテック
（株）
文祥堂
（国研）
防災科学技術研究所
ボーダレス・アートミュージアムNO-MA
（株）
堀内カラー
丸善雄松堂
（株）
宮城県の図書館
（株）
ムーブ
（株）
ムラヤマ
（株）
ムレコミュニケーションズ
（株）
メディアドゥホールディングス
（株）
メルシー
八洲学園大学
（株）
ヤマト
やるねェ！学校図書館
（株）
有隣堂
ユサコ
（株）
ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー
（株）
（株）
吉岡映像
（株）
読売新聞東京本社
ラーソン・ジュール・ニッポン
（株）
（株）
ライブラリーアカデミー

（株）
群羊社

古書販売

「あなたのまちの有隣堂」が展示会場内に出店！

知的資源イニシアティブ
（株）
汐文社
筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科
都留文科大学日向研・図書館サークルLibropass
（株）
DBジャパン
TRC-ADEAC（株）
帝京大学メディアライブラリーセンター
帝人
（株）
（株）
TTトレーディング
寺田倉庫
東京布の絵本連絡会
同志社大学大学院総合政策科学研究科図書館情報学コース
（株）
東信堂
同文舘出版
（株）
図書館サービス向上委員会
図書館員とアーキビストの為のセミナー実行委員会
（公財）
図書館振興財団
図書館スタッフ
（株）
（株）
図書館総合研究所
図書館と地域をむすぶ協議会
図書館パートナーズ
（株）
図書館流通センター
としょけっと
ナカバヤシ
（株）
（株）
ニチマイ
日経BP社
NPO法人日本医学図書館協会
日本カルチャーデザイン研究所
日本コントロール
（株）
日本事務器
（株）
（一社）
日本書籍出版協会
（独）
日本スポーツ振興センター
日本大学芸術学部 文芸特殊講義Ⅶ
NPO法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構
日本電気
（株）
（株）
日本電子図書館サービス
（公社）
日本図書館協会
（公社）
日本図書館協会大学図書館部会
（株）
日本ブッカー
日本薬学図書館協議会

図書館へのおすすめ本
IBCパブリッシング
（株）

「図書館が出てくる同人誌」
「図書館員が作った同人誌」
をテーマにした委託中心の同人誌即売会。昨年の大反響
を受け、今年も開催です。今年は
「美術館」も対象に含め
ました。同人誌の製作者さんが直接参加するコーナーも！
同人誌ってどんなもの？
「図書館」からどんな表現が生ま
れているの？
同人誌を知っているひとも知らないひとも、同人誌を手
にとれば、図書館を見る新しい視点と出会えるかもしれ
ません。

（株）
規文堂
（株）
キャリアパワー
NPO法人キャンサーリボンズ
京セラコミュニケーションシステム
（株）
（株）
極東書店
極東貿易
（株）
（株）
grooo
クワンタム・テクノロジー
（株）
（株）
高度情報システム
（株）
国際マイクロ写真工業社
（共）
人間文化研究機構 国文学研究資料館
（独）
国立印刷局
（独）
国立公文書館 アジア歴史資料センター
国立国会図書館
（共）
情報・システム研究機構国立情報学研究所
国公私立大学図書館協力委員会著作権検討委員会
国公私立大学図書館協力委員会
金剛
（株）
（社福）
埼玉福祉会
（株）
サンメディア
自然の会
（株）
じほう
（公社）
シャンティ国際ボランティア会
（株）
集英社
（株）
樹村房
（一社）
出版梓会
シュプリンガー・ネイチャー
白百合女子大学司書・司書教諭課程
（株）
資料保存器材
人文会
（株）
セブン＆アイ・クリエイトリンク
（公社）全国学校図書館協議会
（株）
全国農村教育協会
専門図書館協議会
（株）
ソフエル
大日本印刷
（株）
（株）
ダイワハイテックス
タカヤ
（株）
（株）
タック・ポート
（株）
丹青社

9月12日現在

●「ウォーハンマー」
フィギュアペイントワークショップ
（主催：ゲームズワークショップ）

図書館総合展グッズをおみやげに
会 場 内 で は、
ト ート バッグ、図 書 館
キャラクター GP記念手ぬぐいなど
のグッズを販売しております。ほか物
販を行う出展ブースもありますので、
ご来場の記念にぜひお求め下さい。

世界の図書館を知る
小展が提携しているアメリカ図書館協会（ALA）
についての展示
コーナーや、海外の図書館についてのフォーラムも開催します。
●フォーラム「アメリカの 公 共 図 書 館 最 前 線〜2019年6月、
ALA年次総会でジャパン・セッション開催決定！」
〈主催：ビジ
ネス支援図書館推進協議会〉
10月30日 10:00〜11:30〈第9会場〉
●フォーラム
「次世代の図書館を考察する 海外図書館フィール
ドワーク型研修」
2018年度ALA研修と北欧研修の振りかえりと次年度研修計
画のご紹介
10月30日 13:00〜14:30〈第9会場〉
●海外図書館フィールドワーク型研修
2019年度研修予定のご案内
〈企画協力：図書館総合展運営委員会・丸善雄松堂株式会社〉
・ALA・米国図書館研修2019 ／ワシントン6日間 = 6月
22日
（土）
〜6月27日
（水）
〈予定〉
・台 湾 図 書 館 研 修2019 ／ 台 北4日 間 = 12月4日（水）
〜
12月7日
（土）
〈予定〉
・IFLA・ギリシャ図書館研修2019 ／アテネ7日間 = 8月
25日
（日）
〜8月31日
（土）
〈予定〉
・北欧図書館研修2019 ／ヘルシン
キ・ストックホルム7日間 = 9月16
日（月）〜9月22日（日）
〈予定〉
・SXSW EDU視察2019 ／オース
ティン6日 間 = 3月3日（日）
〜3月
8日
（金）
〈予定〉

●「Bibliobattle of the Year 2018」表彰式（主催：ビブリオバトル普及委員会）
10月30日 13:00〜13:30 〈A会場〉
●「こんなに使える
『専門情報機関総覧2018』
〜専門図書館を追いかけろ〜」
（主催：専門図書館協議会）
10月30日 14:00〜14:45 〈A会場〉
●全国大学ビブリオバトル地区決戦 関東Eブロック（主催：帝京大学メディアライブラリーセンター／協力：紀伊國屋書店）
10月30日 16:00〜17:30 〈A会場〉
●つながる学校図書館 〜埼玉・イチオシ本と東京・学校図書館スタンプラリーのウラまで見せます!!
（主催：
「や
るねェ！ 学校図書館」実行委員会）
10月30日 15：00〜16：00 〈B会場〉
●図書館総合展で学校図書館を語る
（主催：学校図書館総合研究所）
10月30日 16:30〜17:30 〈B会場〉
●障害のある人たちに向けた LL（やさしく読める）マンガへの招待―はたして「マンガはわかりやすい」のか
（主催：株式会社樹村房）
10月31日 10:30〜12:30 〈A会場〉
講師：吉村和真（京都精華大学教授）／藤澤和子（大和大学教授）
●ライブラリー・ファシリテーター実践報告会（主催：図書館パートナーズ）
10月31日 13:00〜15:00〈A会場〉
●着物シアター公演（主催：東京布の絵本連絡会／公演：広島県福山市つくしんぼ）
10月31日 13:30〜15:00 〈B会場〉
和服生地をまるごと日本の昔話の舞台として身に着けて立ち、物語の進行にあわせてその 舞台 に風景・人物
が登場させながら演じます。
●いま求められる図書館と美術館・歴史資料館との連携とは？〜地域の中で双方で取り組める地域資料活用の
ヒント〜
（主催：株式会社内田洋行）
10月31日 15:30〜16:15 〈A会場〉
●としょけっと座談会 図書館を題材に創作すること
（主催：としょけっと）
10月31日 16:45〜17:30〈B会場〉
『鞄図書館』で図書館をモチーフにマンガ作品を手がけられる芳崎せいむ先生をゲストに、図書館像や、創作と
図書館についてお伺いいたします。
●「人をむすび、地域をおこし、未来をひらく」
ソーシャルイノベーションを醸し出す図書館へ 図＆地協（＝とんち
協）による第５世代図書館への試み（主催：図書館と地域をむすぶ協議会）
11月1日 10:30〜11:15 〈A会場〉
●いま求められる
「ラーニング・コモンズ」でのICTとは？〜
『学生向けMicrosoft Oﬃce特別プラン』のご紹介
と最新ICTソリューション〜
（主催：株式会社内田洋行）
11月1日 15:30〜16:15 〈A会場〉
●参加者と作り上げる図書館員とアーキビストのためのセミナー−資料保存の理論と実践− 【実践編】
（主催：
図書館員とアーキビストの為のセミナー実行委員会）
11月1日 13:00〜15:00 〈A会場〉
協力：フィルムルックス
（株）
／
（株）
プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン／
（株）
国際マイクロ写真工業社
●全国書誌情報の利活用を考える〜近刊情報との連動でより便利に
（主催：
（公財）文字・活字文化推進機構／（一
社）
日本出版インフラセンター（JPO）／図書館と地域をむすぶ協議会）
11月1日 14:15〜15:00 〈B会場〉
●図書館キャラクター・グランプリ 大プレゼンテーション大会
10月31日 11:45〜13:00 〈B会場〉、11月1日 11:45〜13:45 〈B会場〉

《メーカーズ・ラボ》
図書館でつかえる手仕事や技術が学べる 作業場 を設けました。
●翻訳シールを使った
「絵本を届ける運動」
ワークショップ
（主催：公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会）
10月30日 13:30〜15:00 / 10月31日 13:30〜15:00
90分程度。※無料
●図書館・博物館（美術館）・文書館を拓く技術とは
（主催：OpenGLAM JAPAN）
10月30日 16:00〜17:30
OpenGLAMのための最新の技術動向の見取り図を提示し、実際に体験する。※参加者はPC持参が望ましい。
●ウィキペディア・OpenStreetMap編集の実際（主催：OpenGLAM JAPAN）
10月31日 10:00〜11:30
ウィキペディアとOpenStreetMapのルールや編集技術を学ぶ。その後、参加者は総合展に参加しながら、常
に、
ゆるゆると、図書館総合展や GLAM 関係用語、会場周辺について Wikipedia とOSMを編集し続ける。
※参加者はPC持参が望ましい。
●キットパスでウェルカムボードを作ってPRに活用しよう！
11月1日 13:00〜15:00
図書館でサイネージにつかえるウェルカムボードを製作する講座です。出来上がったボードをお土産としてお持
ち帰りいただけます。講師：nookworks ／所要時間：120分程度
※材料・参加費：3500円（当日、会場でお支払い下さい。）
●ワークショップ体験（株式会社榎本事務所）
「イラストから物語を考えてみよう」10月30日11：45〜12：30
「あらすじからタイトルを作ってみよう」10月31日16：45〜17：30
「カードを引いてタイトルを作ってみよう」11月1日16：45〜17：30
●「ウォーハンマー」
フィギアペイントワークショップ
（主催：ゲームズワークショップ）
全世界展開しているゲーム
「ウォーハンマー」のフィギアを自分で塗ってみよう。水性塗料を使用します。
※開催日時は決まり次第、公式webサイトで告知します。
●布の絵本 はじめの一針
10月30日〜11月1日〈特設ブースで常設〉主催：東京布の絵本連絡会

会議センター会場（511＋512）

図書館総合展フォーラム・スケジュール（10月30日〈火〉〜11月1日〈木〉）各フォーラムの詳細とお申込みは図書館総合展公式webサイトから https://www.libraryfair.jp/

13：00 〜 14：30
主催：音楽図書館協議会

15：30 〜 17：00
主催：丸善雄松堂株式会社

地域ナンバーワン施設と地域活性化への取り組み

PDCAをまわすエンジンとしての図書館評価

〜セブン＆アイ・クリエイトリンクと丸善雄松堂のプロジェクト〜

〜大学図書館の学内価値を上げるアセスメントを考える〜

図＆地協（＝とんち協） による第５世代図書館への試み
講師：太田 剛（図書館と地域をむすぶ協議会チーフディレクター／
慶應義塾大学講師／編集工学機動隊GEAR代表／
一般社団法人 日本食文化観光推進機構 理事／
一般社団法人 学習環境研究機構Fora 理事）

複合館を中核としたまちづくり
「学びの杜ののいちカレード」成功の秘密を探る！

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：株式会社ライブラリー・アカデミー 主催：株式会社図書館流通センター／ TRC-ADEAC株式会社
データで見る図書館

デジタルアーカイブが日本の図書館を変える！

指定管理者制度導入館と非導入館

フロントランナーに学ぶ、手が届くデジタルアーカイブ

―設計（デザイン）と運用（サービス）の融合―
講演／パネリスト：粟 貴章（野々市市 市長）
：益子一彦（三上建築事務所 代表取締役所長）
：堀尾あづみ（学びの杜ののいちカレード 館長）
コーディネーター：野末俊比古（青山学院大学 教授）

講師：橋本克也（須賀川市長）
：畝森泰行（畝森泰行建築設計事務所）
：色部義昭（日本デザインセンター）
司会：岡本真（アカデミック・リソース・ガイド株式会社（ARG）
）

15：30 〜 17：00

主催：アートミュージアム・アンヌアーレ準備委員会 主催：アートミュージアム・アンヌアーレ準備委員会
◆アートミュージアム・アンヌアーレ2018フォーラム◆

◆アートミュージアム・アンヌアーレ2018フォーラム◆

アートとまちづくり

アートと現代社会（仮題）

講師：赤井厚雄（株式会社ナウキャスト取締役会長、
公益財団法人小田原文化財団理事）
：谷山智彦（株式会社野村総合研究所上級研究員）
：中田裕人（国土交通省総合政策局政策課長）
司会：神代 浩（東京国立近代美術館長）

講師：山口 周（コーン・フェリー・ヘイグループ シニア・
クライアント・パートナー）
司会：神代 浩（東京国立近代美術館長）

主催：株式会社メディアドゥホールディングス

学術コミュニケーションの動向 2017-2018

共読ライブラリー 未来の図書館研究所

電子図書館を活用した市民サービスについて考える

尾をひく「オープンアクセス」

読書で学びをデザインする
─遊びを学びに変えるロール・ルール・ツール

講師：土屋 俊（独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構）

「読書のスイッチを入れる読書服」
「体で読む共読本」のプロトタイ
プ制作から「読書術アプリ」
「共読サポーターズと編集する〈本が語
雑誌掲載論文に対する障壁なきアクセス、すなわちオープンアクセス りだす学修空間〉
」完成まで
の理念はその提唱からほぼ20年を経て、各局面に複雑な影響を及ぼ
登壇：帝京大学メディアライブラリーセンター職員
している。そもそもオープンアクセスによって学術研究は促進される
：共読サポーターズ（帝京大学学生）
得るのかという話題について、この1年のさまざまな局面における動
向、たとえば、プレプリントサーバの位置づけ、Dimensionsの登場、
：空間デザイナー（予定）
統合図書館システムの帰趨等を整理する。
：スペシャルゲスト（予定）
共催：図書館総合展運営員会

ビブリオバトル・シンポジウム2018
本を通じた「出会い」について考える

オープンサイエンス、どこからどう手をつけるか？
：JPCOARの中長期戦略

土屋 俊（大学改革支援・学位授与機構特任教授）
岡部幸祐（新潟大学学術情報部長/JPCOAR運営委員会委員長）
林 正治（国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター
特任助教/JPCOAR研究データTF主査）
小原智未（横浜国立大学研究・学術情報部図書館情報課/JPCOAR
広報普及作業部会員）
國本千裕（千葉大学アカデミック・リンク・センター特任准教授）
共催：図書館総合展運営委員会／ JST未来社会創造事業「持続可能な社会の実現」 高橋菜奈子（千葉大学附属図書館利用支援企画課長/JPCOAR企画担当）
鈴木秀樹（筑波大学学術情報部長/JPCOAR会長館）
領域「「知」の循環と拡張を加速する対話空間のメカニズムデザイン」

登壇：加納尚樹（接遇コンサルタント）
：山崎博樹（前秋田県立図書館副館長）
：伊東直登（松本大学図書館長）
参加費：1,000円／定 員：180名
参加申し込みはキハラのホームページからお願いします。
本フォーラム参加者には、資料として加納尚樹氏著書「ホテルに学ぶ
図書館接遇」
（青弓社）をお渡しします。
後援：公益社団法人日本図書館協会

15：30 〜 17：00

主催：防災科学技術研究所／図書館総合展運営委員会 主催：国立国会図書館

主催：図書館総合展運営委員会

西日本豪雨災害 緊急報告会
〜被災地図書館からの報告

いま町村が熱い！フォーラム「観光×図書館」

登壇者：藤井広美（倉敷市立真備図書館 館長）
：新口昭江（大洲市立図書館 司書）
：東 智子（愛媛県立図書館 読書振興Ｇ担当係長）
：川島 宏（日本図書館協会 図書館災害対策委員会）
司会：熊谷慎一郎(図書館総合展運営協力委員)

AIやクラウド技術は図書館をどう変えていくか
〜国立国会図書館の次世代システム開発研究室の実験事業、関連研究から

講師：長浜善巳（沖縄県恩納村長）
開会挨拶：松本 保（国立国会図書館電子情報部電子情報企画課次世代システム開発研究室長） パネリスト：與儀繁一（株式会社ONNA専務取締役、恩納村観光
協会幹事）
事例紹介：里見 航（国立国会図書館電子情報部電子情報企画課次世代システム開発研究室）
：呉屋美奈子（恩納村文化情報センター 係長・司書、
：阿辺川 武（国立情報学研究所コンテンツ科学研究系特任准教授）
沖縄国際大学非常勤講師）
：青池 亨（国立国会図書館電子情報部電子情報企画課次世代システム開発研究室）
司会：日向良和（都留文科大学 准教授）
：橋本雄太（国立歴史民俗博物館研究部助教）
：寺本大修（近畿大学アカデミックシアター）
：松村 敦（筑波大学図書館情報メディア系助教）
司会：福林靖博（国立国会図書館電子情報部電子情報企画課）

共催：(公社)日本図書館協会（予定）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

図書館とマンガ・アニメとのコラボを考える

劣化したマイクロフィルム、映像フィルム、
テープ等の修復について

マンガ・アニメ作品と図書館がコラボレーションする可能性につい
て、図書館関係者やコンテンツツーリズムに関わるゲストの方々と
考ます。

共催：株式会社吉岡映像

〜大切な記録を残すためのフィルム救済方法〜
講師：吉岡博行（株式会社吉岡映像）
：潮田峰雄（株式会社ニチマイ）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00
Ex Libris セミナー
〜 ディスカバリーサービス Primo 導入事例 〜
Ex Libris, a ProQuest Company が提供するディスカバリーサー
ビス Primo 国内導入機関様からの導入事例発表とともに、同社が提
供する製品の最新情報 等についてご紹介します。

いま求められる学校司書の役割や資質とは？

オープン・サイエンスのミライ
〜研究者、図書館、出版社の役割と挑戦〜

図書館総合展ゲーム部フォーラム
講師：磯部延之（公益社団法人全国学校図書館協議会 研究調査部長）

パネリスト：小林武彦（東京大学 定量生命科学研究所）
講師パネリスト：林豊（九州大学附属図書館 e リソースサービス室）
：Karlsson Anders（エルゼビア・ジャパン グローバル
リサーチネットワーク）
モデレーター：高石雅人（エルゼビア・ジャパン
カスタマーコンサルタント）

講師：高倉暁大（ゲームソムリエ）
：オーレ・ベリー（株式会社図書館流通センター）
：長田由美（株式会社 図書館流通センター）
司会コーディネーター：日向良和（都留文科大学 准教授）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

アメリカの公共図書館最前線

次世代の図書館を考察する
海外図書館フィールドワーク型研修

〜2019年6月、ALA年次総会でジャパン・セッション開催決定！〜

「最近、図書館に行きましたか？」
札幌市図書・情報館とそれを支えるICT

2018年度ALA研修と北欧研修の振りかえりと次年度研修計画のご紹介
講師：竹内利明（ビジネス支援図書館推進協議会 会長）
：田村俊作（慶應義塾大学名誉教授）
：豊田恭子（ビジネス支援図書館推進協議会 副理事長）
：越塚美加（学習院女子大学教授）
：増井尊久（丸善雄松堂株式会社）
司会：小林隆志（鳥取県立図書館）

講師：日向良和（都留文科大学准教授）
：藤原由季（丸善雄松堂株式会社図書館サービス事業部）

13：00 〜 14：30
Library of the Year 2018（LoY2018）

文化庁の組織再編と美術館（仮題）

LoY2018最終選考会

地方創生レファレンス大賞 最終審査・授賞発表
地域活性化や地域課題解決に結びついたレファレンスを顕彰します

文化庁幹部 登壇予定
司会：神代 浩（東京国立近代美術館長）

応募者からは「レファレンスサービスの成果をあらためてまとめる
良い機会だ」
、受賞者からは「地元メディアで取り上げられ注目され
ることが非常に嬉しく、励みとなりました」、フォーラム（最終審査会）
参加者からは「すぐれた事例に学べるのが良かった」等々、各々の
皆さまから好評をいただいております。
協賛：公益財団法人図書館振興財団
後援：文部科学省, 公益社団法人日本図書館協会

「図書館」は地域のプラットホームとなり得るか ―図書館の次なる姿を求めて―

10：00 〜 11：30

基調講演：岩井 淳（群馬大学教授）
パネリスト：茂木健一郎（脳科学者）
：佐藤達生（株式会社図書館総合研究所）
コーディネーター：宮脇 淳（北海道大学教授）

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

主催：NPO法人日本医学図書館協会／日本薬学図書館協議会 主催：NPO医学中央雑誌刊行会

コラーニングフォーラム Vol.6

図書館AIの最先端
―AIの活用でリサーチが変わる―

〜5年間の総まとめ！アンカンファレンスでコラーニングしよう〜
ファシリテーター：有山裕美子（工学院大学附属中学・高等学校
司書教諭）
：河村 奨（リブライズ合同会社 共同代表）
：日向良和（都留文科大学准教授）

医中誌Web最新情報 2018

医中誌Webの最新情報や今後の展開についてご紹介します。
（1）医中誌Webの現況と今後のバージョンアップについて
講師：村田 輝（国立大学法人 電気通信大学 学術国際部学術情報課長）
−PubMed検索・書籍検索・関連文献検索など−
：井手孝次郎（ユサコ株式会社 アカデミア事業部 プロダクト部 （2）アクセスフリープラン（教育機関・病院向け）のご説明
プロダクトマネージャー）
（3）法人管理者メニューのTIPS
：木戸邦彦（株式会社日立製作所 研究開発グループ
（4）一般に向けての医中誌Webの情報提供について
東京社会イノベーション協創センタ 主任研究員）
司会：平 紀子（日本薬学図書館協議会 教育研究担当理事）
発表者：医学中央雑誌刊行会データベース事業部

15：30 〜 17：00

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

主催：株式会社キャリアパワー

主催：公益財団法人図書館振興財団

読書する視覚障害者の世界

グローバル人材の育成に大学図書館が担う役割
〜24時間365日開館、中嶋記念図書館が目指すもの〜

人生100年時代 図書館でどう学び続けるか

文字、動画、でっかいもの
パネリスト：渡辺哲也（新潟大学工学部 准教授）
：平塚千穂子（バリアフリー映画鑑賞推進団体
シティ・ライツ 代表）
：大島友子（日本マイクロソフト株式会社
プリンシパルアドバイザー）
司会：植村 要（立命館大学人間科学研究所 客員研究員）

10：00 〜 11：30

講師：加藤信哉（公立大学法人 国際教養大学 特任教授 図書館長）
司会：木村麻美子（株式会社キャリアパワー 取締役本部長）

13：00 〜 14：30

主催：図書館サービス向上委員会（りぶしる委員会） 主催：キハラ株式会社
学校図書館を支える人たちとその取り組み

製本実習 修理製本

〜学校図書館支援の体制づくりと活動の紹介〜

〜ページが取れた直し方〜

事例紹介（予定）
・小郡市 市内小学校、学校図書館支援センター
・白山市立松任中学校、学校図書館支援センター
・越谷総合技術高校、埼玉県高図研
司会：山崎博樹（りぶしる委員長）

講師：川人 拓（キハラ製本アドバイザー）

講師：岩崎久美子（放送大学教養学部／
大学院文化科学研究科 教授）
：松廣 睦（八王子市中央図書館）
コーディネーター：湯浅俊彦（立命館大学文学部教授）

15：30 〜 17：00
主催：株式会社メディアドゥホールディングス
学校図書館における電子書籍の可能性を考える
講師：有山裕美子（工学院大学附属中学校・高等学校 司書教諭）
：中川千穂（工学院大学附属中学校・高等学校 英語科主任）

参加費：1,000円 ／定 員：32名
参加申し込みはキハラのホームページからお願いします。
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※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

1

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：国立情報学研究所

主催：国立情報学研究所

主催：国立情報学研究所

これからの学術情報システムの在り方

次期JAIRO Cloud（WEKO3）と新IRDB

拡げよう、データライブラリアンの輪

〜オンライン講座「RDMサービスの設計と実践」の開発と試用〜
講師：新妻 聡（国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテンツ課）
：河合将志（国立情報学研究所
講師：尾城孝一（国立情報学研究所
講師：小山憲司（中央大学文学部教授、
オープンサイエンス 基盤研究センター）
オープンサイエンス 基盤研究センター）
これからの学術情報システム構築検討委員会委員長）
：林
正治（国立情報学研究所
：髙木晃子（千葉大学附属図書館）
：飯野勝則（佛教大学図書館、
オープンサイエンス 基盤研究センター）
：長谷川敦史（早稲田大学図書館）
電子リソースデータ共有作業部会主査）
：尾鷲瑞穂（国立環境研究所環境情報部）
：藤井眞樹（横浜国立大学附属図書館、NACSIS-CAT検討作業部会）
司会：上野友稔（国立情報学研究所 学術基盤推進部学術コンテンツ課）
2020年とその先へ

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：NPO医療の質に関する研究会

主催：京セラコミュニケーションシステム株式会社 主催：アートミュージアム・アンヌアーレ準備委員会

患者・市民のヘルスリテラシー向上における
医療機関と図書館の役割

RPAとAIで図書館はどう変わる？
〜さまざまな活用方法をご紹介〜

患者・市民と医療者の対話促進のための
プラットフォーム形成に向けて

「みんなのそばに図書館を」をテーマに、RPAとAIで図書館はどう
変わる？と題しRPAやAIを活用したさまざまな活用方法をご紹介し
ます。また、ゲストには当社図書館システムユーザ様にお越しいた
司会：田口空一郎（NPO医療の質に関する研究会（質研）理事・事務局長） だき、意見交換会を実施します。
パネリスト：石川ひろの（帝京大学大学院教授、質研 理事）
・RPAやAIとは？ ・RPAやAIの活用方法やデモ
：田村俊作（慶応大学名誉教授、質研 理事）
・講師および参加者を交えた意見交換会
：有賀 徹（労働者健康安全機構 理事長、昭和大学 名誉教授、質研 理事）
講演：京セラコミュニケーションシステム株式会社
指定発言：井上 祥（メディカルノート共同創業者 取締役、質研 理事）
ゲスト：当社図書館システムユーザ様（調整中）
：河原和夫（東京医科歯科大学教授、質研 理事長）
司会：京セラコミュニケーションシステム株式会社

13：00 〜 14：30

美術作品とデジタルアーカイブ（仮題）
講師：清水芳郎（小学館文化事業局チーフプロデューサー）ほか
司会：柳 与志夫（東京大学特任教授）

主催：株式会社内田洋行

主催：株式会社極東書店

クラウドファンディングによる図書館の可能性

図書館が変わる！ 地域の課題に取り組む
県立と地域図書館の新しい取組

日本とオリンピックムーブメント

コーディネーター：赤山みほ（八洲学園大学専任講師）
〜これからの図書館は、どうあるべきであるか？を考える
パネリスト：長田由美（株式会社図書館流通センター）
（地域づくり・防災の視点で）〜
：松野 渉（筑波大学 学術情報部）
：下吹越かおる（特定非営利活動法人「そらまめの会」）
：今井福司（学校図書館団体SLiiiC、白百合女子大学） 講師：平賀研也（県立長野図書館 館長）
：河瀬裕子（くまもと森都心プラザ図書館 館長）
他予定

13：00 〜 14：30

嘉納治五郎が見た夢と震災復興と
講師：真田 久 (筑波大学体育系教授)

56年ぶりに開催される2020東京大会。かつて戦火が忍び寄る国際
情勢に翻弄され幻と化したもう一つの東京大会があった。関東大震災
から復興を遂げた姿を世界に！平和を希求した者たちの想いを今に。

15：30 〜 17：00

主催：日経BP社

主催：日本事務器株式会社

出版社と考えるこれからの学修・就活サポート

オープンソースと産学共創。図書館システム開発、2つのアプローチ。 ネオシリウス・ユーザー・フォーラム2018

多くの大学図書館は、教務課や就職課と共催、または独自に、アカ
デミック・ライティングや就活サポートに熱心に取り組んでいます。
その現状を踏まえて、日経BP社の編集長経験者が文書作成/校正の
メソッドを紹介。
文章を読む時にキモとなるポイントをわかりやすく解説し、翌日か
ら使える知識としてお持ち帰りいただきます。
◆対象者：図書館職員、学生

10：30 〜 12：00

企業、学生、みんなで考えるこれからの図書館情報システム

オープンソース型図書館システムの開発が進んでいる海外の現状と、
産学共創での読書レビューアプリ開発という、従来とは異なる２つ 本セッションはネオシリウスユーザー様を対象としたユーザー会です。
のシステム開発アプローチに関して発表を行います。
主な内容は以下のとおりです。
※登壇者情報などは随時WEBサイトにて公開予定です。
※本フォーラムには日本人による通訳が付きます。
※本実施内容は、予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。

・ネオシリウス最新情報
・今後のバージョンアップ・ロードマップ
ゲスト：Neil Block（Vice President of Global Open Source
・ユーザー活用事例発表
Innovation - EBSCO Information Services）
・その他
：石川敬史（十文字学園女子大学 人間生活学部 文芸文化学科 准教授）
※ユーザー様以外の図書館様も参加可能です。
：十文字学園女子大学 学生

主催：株式会社紀伊國屋書店

読書をひろげる！

これからの大学教育に求められる
役割と期待・その実現に向けて（予定）

大学における電子書籍とこれからの学修・研究

講師：若月 徹（藤田医科大学 医学部医学科 准教授）

※詳細とお申込みはwebサイトのフォーラム紹介ページで。

〜読書時間ゼロからの脱却：
選書のプロフェッショナルと國學院大學みちのきち
プロジェクト、司書のいる学校図書館ができること〜

〜KinoDen・librariEの最新状況を中心に〜

講師：岩田 徹（有限会社いわた書店店主：
「NHK
プロフェッショナル仕事の流儀」出演）
：村越美里（國學院大學）
：木下通子（埼玉県立浦和第一女子高等学校
担当部長兼主任司書）
コーディネーター：佐藤 翔（同志社大学免許資格課程センター 准教授）

10：00 〜 11：30

15：30 〜 17：00

13：00 〜 14：30

主催：株式会社図書館流通センター

主催：株式会社図書館流通センター

主催：株式会社図書館流通センター

ここまで充実してきた電子図書館のコンテンツ

公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮

公共図書館が行う読書支援

3市の公共図書館で取り組んだ実践・事例報告
リッチコンテンツから、ベストセラー、ラノベ、洋書まで
〜多様なコンテンツを多様なライセンスで！
講師：太田 修（株式会社日本電子図書館サービス 代表取締役専務）
：福原弘之（株式会社モバイルブック・ジェーピー
プラットフォーム事業本部 出版営業開発部 部長）
他
司会：矢口勝彦（株式会社図書館流通センター）

誰でも読書 を実現する！現状分析から見えた次の一手

講師司会：野口武悟（専修大学文学部 教授）
講師：藤澤和子（大和大学保健医療学部 教授）
事例紹介：岩本高幸（桜井市立図書館 館長）
：浅井育子（河内長野市立図書館 主査）
：澤井千聡（吹田市立中央図書館 主査）

パネリスト：野口武悟（専修大学文学部 教授）
：宇野和博（筑波大学附属視覚特別支援学校 教諭）
：大城澄子（新宿区立戸山図書館 館長）
報告：川口泰輝（株式会社図書館流通センター
障害者サービスマネージャー）
司会：植村 要（株式会社図書館総合研究所 特別顧問）

共催：公共図書館における知的障害者への合理的配慮研究委員会

10：00 〜 11：30

13：00 〜 17：00

主催：神奈川県資料室研究会

主催：神奈川県図書館協会

目指せ！ 半端ない図書館

神奈川県図書館協会90周年記念式典・講演会

図書館のプレゼンス向上に必要なチ・カ・ラを磨くには？

協会活動のこれまでとこれから

講師：北村志麻（図書館パートナーズ代表）
司会：中村茂登子（株式会社リコー）
：今冨良子（新日鐵住金株式会社）

講師：春木良且（フェリス女学院大学国際交流学部 教授）
コーディネーター：春木良且（フェリス女学院大学国際交流学部 教授）
パネリスト：田村正志（公益財団法人はまぎん産業文化振興財団事務局長）
：吉田基晴（株式会社あわえ代表取締役「ヒストリーフォトストックGOEN」運営）
：白石智彦（神奈川県立図書館 司書）

10：00 〜 11：30
主催：図書館総合展運営委員会
動く図書館のバトンをつなぐ
−移動図書館の過去・現在・未来−

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：
（独）
日本スポーツ振興センター
「図書館×スポーツ」コラボレーションの可能性
〜読書とスポーツでアクティブなまちを目指す新しい試み〜

主催：大日本印刷株式会社
図書館データ及び自治体ビッグデータと
グラフィックスの融合
〜これからのデータ利活用の提案〜

プレゼンター：和久貴洋（JSC情報・国際部長）
パネリスト：梅澤幸平（元・滋賀県立図書館 館長）
：阿部篤志（JSC情報・国際部情報戦略課長）
：中山真一（横浜市中央図書館サービス課 課長）
：木間奈津子（JSC情報・国際部JAPAN SPORT
：下吹越かおる（指宿市立指宿図書館 館長）
NETWORK）ほか
：林田理花（株式会社林田製作所 取締役）
司会コーディネーター：石川敬史（十文字学園女子大学 准教授）

10：00 〜 11：30

講師：淺野隆夫（札幌市図書・情報館）
：斉藤憲史（大日本印刷株式会社）
：中嶋英人（大日本印刷株式会社）
※他に、特別ゲスト予定

13：00 〜 17：00

主催：アートミュージアム・アンヌアーレ準備委員会 主催：国公私立大学図書館協力委員会／日本図書館協会大学図書館部会
学芸員vs.司書
─本気のＭＬ連携を目指して─（仮題）

アジアトップ大学の図書館戦略

◆アートミュージアム・アンヌアーレ2018フォーラム◆

講演／パネリスト：Lee Cheng Ean（シンガポール国立大学図書館長）
：引原隆士（京都大学図書館機構長／附属図書館長）
パネリスト：加藤信哉（国際教養大学図書館長）
：市古みどり（慶應義塾大学三田メディアセンター事務長）
モデレーター：竹内比呂也（千葉大学附属図書館長／アカデミック・リンク・センター長）

パネリスト：稲庭彩和子（東京都美術館）
：呉屋美奈子（恩納村文化情報センター）
司会：神代 浩（東京国立近代美術館館長）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：シュプリンガー・ネイチャー

主催：ビブリオテカ・ジャパン株式会社

主催：関西大学アジア・オープン・リサーチセンター

大学における図書館と研究支援・情報部門との
戦略的な協働と連携

図書館の将来像について（海外事例紹介）

東アジア図書館とデジタルアーカイブ

〜書籍ポータルサイト運用を通した実践的な協働事例〜

講師：ベロニカ・スタニキー（アジア・パシフィック地域統括責任者）

報告全体進行：菊池信彦（関西大学アジア・オープン・リサーチ
センター（KU-ORCAS）特命准教授）
報告特別ゲスト：永井正勝（特任准教授（東京大学附属図書館アジア
研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門
（U-PARL）副部門長）
）
：Martin Heijdra（Director, Princeton University
East Asian Library）

講演１：神谷俊郎（京都大学 学術研究支援室 URA）
講演２：富岡達治（京都大学附属図書館 学術支援課
課長補佐）

共催：東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団
寄付研究部門（U-PARL）

協力：京都大学学術研究支援室（KURA）
, 京都大学附属図書館

外部倉庫を利用した図書館スペースの有効活用と
司書の 働き方改革
講師：矢野裕司（寺田倉庫 ドキュメントソリューショングループ
図書館ソリューション担当）
：加藤 潔（工学院大学図書館長）

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：日本カルチャーデザイン研究所
図書館政策フォーラム
「図書館建設のための財源調達法」

主催：株式会社grooo
最先端の図書館システムに迫る！
日韓の大学図書館システムの現状とはいかに。

行政説明：文部科学省生涯学習政策局、国土交通省大臣官
房社会資本整備総合交付金等総合調整室（予定）、
総務省自治財政局（予定）
ゲストスピーカー：吉成信夫（岐阜市立中央図書館ぎふメディアコ
スモス 館長）、他自治体関係者に交渉中
ファシリテーター：糸賀雅児（慶應義塾大学名誉教授）
主催者ご挨拶：花井裕一郎（一般社団法人日本カルチャーデザ
イン研究所 理事長）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

主催：図書館員とアーキビストのためのセミナー実行委員会

主催： 株式会社内田洋行／パワープレイス株式会社

参加者と作り上げる図書館員とアーキビストのための資料保存セミナー

学生に愛される図書館づくりへ

− 理論と実践 −

〜職員の働き方改革による新しい大学図書館像を考える〜

講師：安江明夫（資料保存コンサルタント）
：小島浩之（東京大学大学院経済学研究科 講師）

講師：小山誠之（パワープレイス株式会社 教育・公共デザイン部 部長）

最新IT技術による図書館ライフのご紹介
ITの進んでいる韓国の大学図書館の中でも最新IT技術を取り入れた、
成均館大学図書館のシステム現況から見る未来図書館の姿に迫る。
最新のIT技術をフル活用した事例をご紹介します。
パネリスト：ソン・テイク

15：30 〜 17：00

資料保存は図書館・アーカイブズ双方の基礎ですが、これまで日本
のアーキビストには「図書館総合展」のように多くの人が集まる場
がありませんでした。そこで、今回、図書館員とアーキビストが一
緒に資料保存について学び意見交換する企画を考えました。
それが、この出席者参加型《図書館員とアーキビストのための資料
保存セミナー》です。

主催：株式会社有隣堂
「Life with Reading-読書の秘訣カード」の
活用事例報告
慶應義塾大学と有隣堂との共同研究により開発された「Life with
Reading」は読書のコツ、楽しさを言語化した読書支援ツールです。
学校や図書館などでの活用事例を報告します。

事例報告：庭井史絵（慶應義塾普通部司書教諭）
：古川たか子（横浜市山内図書館館長）
：木村紀彦（慶應義塾大学井庭崇研究室）
司会：渡辺 泰（株式会社有隣堂社長室）

13：00 〜 17：00

10：00 〜 11：30
平成30年著作権法改正と大学図書館：
教育ICT化との付き合い方
基調報告／パネリスト：瀬尾太一（公益社団法人日本複製権センター
代表理事・副理事長）
パネリスト：吉田大輔（公益社団法人著作権情報センター
客員研究員）
：森 一郎（東京大学附属図書館総務課長）
コーディネーター：土屋 俊（独立行政法人大学改革支援・
学位授与機構特任教授）

株式会社ブレインテック第33回ユーザー研究会
ユーザー事例発表：井上 学（公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所 市政専門図書館 司書）
：井上貴之（岐阜県立看護大学図書館 主査（司書）
）
事例紹介、PRタイム 他
※ブレインテック製品ユーザー限定

15：30 〜 17：00

10：30 〜 12：00

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

主催：NPO法人キャンサーリボンズ

主催：図書館総合展運営委員会

主催：図書館総合展運営委員会

主催：
（一社）日本書籍出版協会

主催：図書館総合展運営委員会

●第20回図書館総合展記念フォーラム●

医療・健康情報の 架け橋 になるために
図書館ができること〜がんを事例に考える〜

利用者と協働する図書館（仮題）

◆第20回図書館総合展記念フォーラム◆

◆第20回図書館総合展記念フォーラム◆

講師／パネリスト：望月眞弓（慶應義塾大学薬学部 教授、
NPO法人キャンサーリボンズ理事）
：市川 衛（日本放送協会 科学・環境番組部
チーフディレクター）
パネリスト：田村俊作（慶應義塾大学 名誉教授）
ファシリテーター：岡山慶子（NPO法人キャンサーリボンズ 副理事長）
：小林隆志（鳥取県立図書館 支援協力課 課長、
NPO法人キャンサーリボンズ委員）

全国の大学図書館から学生・教職員が集結！
学生協働の今を識り、未来を考えます

電子図書館をめぐる出版界と図書館界の変容
―『長尾構想』から『LibrariE』まで
ゲスト：長尾 真（デジタルアーカイブ学会会長、
元国立国会図書館長）
：角川歴彦（株式会社KADOKAWA取締役会長）
：淺野隆夫（札幌市図書館）
コーディネーター：湯浅俊彦（立命館大学文学部教授）

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：丸善雄松堂株式会社

主催：図書館総合展運営委員会／国公私立大学図書館協力委員会著作権検討委員会 主催：株式会社ブレインテック

主催：日本事務器株式会社
進行：日本事務器株式会社

13：00 〜 14：30

10：00 〜 11：30
主催：丸善雄松堂株式会社

10：00 〜 11：30

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

図書館総合展では、フォーラム中、皆様のスマートフォンから登壇
者へ質問等ができるシステム「イマキク」を導入しております。
「イ
マキク」をご利用できるフォーラムは総合展公式WEBサイト上か
らご確認できます。
※全国の大学図書館で導入のはじまっている「イ
マキク」について、詳しくはこちらから http://imakiku.com/

講師：林田直樹（音楽ジャーナリスト、評論家）
：ナクソス・ジャパン株式会社

主催：寺田倉庫

第三回全国学生協働サミット フォーラム＆交流会

大学図書館の実践を通して、利用者との協働について考えます
大学のみならず、学校、公共など、あらゆる館種で使える
アイディアとヒントが得られます

企画・運営：全国的学生協働サミット実行委員会

展示会場内特設

◆アートミュージアム・アンヌアーレ2018フォーラム◆

15：30 〜 17：00
主催：地方創生レファレンス大賞実行委員会

基調講演：大木 哲（大和市長）
施設説明：小澤司郎（大和市立中央林間図書館長）
パネリスト：和田卓哉（東京急行電鉄株式会社都市創造本部
運営事業部営業二部統括部長）
：宮島 忠（日本レストランシステム株式会社
（星乃珈琲店）常務取締役）
：谷一文子（株式会社図書館流通センター会長）
：大木 哲（大和市長）

※タイトル、内容は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

展示会場内特設

展示会場内特設

主催：アートミュージアム・アンヌアーレ準備委員会 主催：NPO法人知的資源イニシアティブ

共催：株式会社図書館総合研究所

〜 壁の無い図書館 中央林間図書館（大和市）〜

10：00 〜 11：30

講師：淺野隆夫（札幌市図書・情報館 館長）

共催：図書館総合展運営委員会

10：30 〜 12：00

「忙しくて行けない」、「読みたい本がない」
いちばん情報を必要とする働く世代に
ダウンロードできない価値をお届けしたい！
今月オープンの、本を貸さない、まったく新しい
コンセプトのライブラリー『札幌市図書・情報館』
10個の秘話をお話しします。

13：00 〜 17：00
主催：株式会社図書館流通センター

第９会場 ︵Ｅ２０４︶

主催：図書館総合展運営委員会／丸善雄松堂株式会社 主催：日本電気株式会社

第９会場 ︵Ｅ２０４︶

第９会場 ︵Ｅ２０４︶

主催：ビジネス支援図書館推進協議会

パネリスト：中澤 仁（慶應義塾大学 環境情報学部准教授／
湘南藤沢ITC所長）
：柴田寛文（経済産業省 商務・サービスグループ
教育産業室 室長補佐（総括）
）

第８会場 ︵Ｅ２０６︶

図書館サービスとしての「ゲーム」活用

第８会場 ︵Ｅ２０６︶

第８会場 ︵Ｅ２０６︶

主催：公益社団法人全国学校図書館協議会 主催：エルゼビア・ジャパン株式会社

小さな小さな図書館に、年間推計80万人！

10：00 〜 11：30

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

講師：川崎安子（武庫川女子大学附属図書館・図書館課長）
：市田直樹（クラーク記念国際高等学校・システム管理課 課長）
：加我由香里（クラーク記念国際高等学校・教務開発課 主任）

10：00 〜 11：30
主催：株式会社図書館流通センター

10：00 〜 11：30

主催：ユサコ株式会社

〜豊富なコンテンツを使った「読書推進」「学修支援」
大学・高校の事例報告〜

第７会場 ︵Ｅ２０５︶

主催：株式会社ニチマイ
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第７会場 ︵Ｅ２０５︶

第７会場 ︵Ｅ２０５︶

主催：としょけっと／図書館総合展運営委員会

10

講師：川口 雅子（国立西洋美術館 学芸課情報資料室長）
：八柳 サエ（横浜美術館 学芸グループ 美術情報センター
担当グループ長 主任司書／主任学芸員）
：楯石もも子（東京都江戸東京博物館 司書）

〜新たな情報環境の到来と図書館が切り拓く未来〜

第６会場 ︵アネックスホール２０６︶

13：00 〜 14：30

ゲストの満足度を高める気づき

第６会場 ︵アネックスホール２０６︶

第６会場 ︵アネックスホール２０６︶

10：00 〜 11：30

ホテルに学ぶ図書館接遇

学びのインフラとしてのFabとIoT

月 日︵木︶

基調講演：常川真央（千葉大学アカデミック・リンク・センター特任助教）
パネリスト：榎村真由（ツアービブリオ主宰）
：小松雄也（一般社団法人ビブリオポルトス代表理事）
：花田菜々子（HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE店長）
：益井博史（立命館大学／ビブリオバトル普及委員会理事／
元青年海外協力隊）
コーディネーター：岡野裕行（皇學館大学文学部国文学科准教授）

共催：専門図書館協議会

広がる電子図書館
LibrariE（ライブラリエ）の最新活用法

第５会場 ︵アネックスホール２０５︶

15：30 〜 17：00

第５会場 ︵アネックスホール２０５︶

13：00 〜 14：30

主催：ビブリオバトル普及委員会／活字文化推進会議 主催：オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR） 共催：図書館総合展運営委員会 主催：キハラ株式会社

月 日︵水︶

第５会場 ︵アネックスホール２０５︶

10：00 〜 11：30

対談：神戸市立中央図書館
：浜松市立中央図書館
司会：メディアドゥ

ミュージアムの未来と専門図書館：
ミュージアムライブラリーの機能と使命を問う

第４会場 ︵アネックスホール２０４︶

15：30 〜 17：00

主催：帝京大学メディアライブラリーセンター

10：00 〜 11：30

第４会場 ︵アネックスホール２０４︶

第４会場 ︵アネックスホール２０４︶

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

15：30 〜 17：00
主催：丸善雄松堂株式会社

第３会場 ︵アネックスホール２０３︶

「須賀川市民交流センター tetteが拓く
協働・融合する未来−従来型の『複合』を超える
デザインとプログラム」Part 1

13：00 〜 14：30

講演／モデレーター：井上透（岐阜女子大学 デジタル
アーカイブ研究所 所長・教授）
発表者：柴山和香子（船橋市西図書館 館長補佐）
：武田剛朗（大網白里市教育委員会 生涯学習課
主任主事）

第３会場 ︵アネックスホール２０３︶

第３会場 ︵アネックスホール２０３︶

10：00 〜 11：30
主催：図書館総合展運営委員会

講師：水沼友宏（駿河台大学 助教）
：是住久美子（田原市中央図書館 副館長）
：三浦なつみ（墨田区立立花図書館 館長）
司会：吉井 潤（図書館総合研究所 主任研究員）

13：00 〜 14：30
主催：株式会社日本電子図書館サービス

第２会場 ︵アネックスホール２０２︶

10：00 〜 11：30
主催：株式会社図書館流通センター

講師：田村久仁彦（株式会社セブン＆アイ・
パネリスト：松原 聡（東洋大学副学長／経済学部教授）
クリエイトリンク アリオ八尾支配人）
：市古みどり（慶應義塾 三田メディアセンター 事務長）
：高田恭功（丸善雄松堂株式会社 常務執行役員）
：中曽根 緑（日本女子大学 図書館事務部 部長）
モデレーター：山内祐平（東京大学大学院情報学環 学際情報学府 教授）

10：00 〜 11：30
主催：図書館総合展運営委員会／専門図書館協議会

第１会場 ︵アネックスホール２０１︶

共催：株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク

第２会場 ︵アネックスホール２０２︶

第２会場 ︵アネックスホール２０２︶
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「人をむすび、地域をおこし、未来をひらく」
ソーシャルイノベーションを醸し出す図書館へ

13：00 〜 14：30
主催：丸善雄松堂株式会社

第１会場 ︵アネックスホール２０１︶

第１会場 ︵アネックスホール２０１︶

月 日︵火︶

10

10：00 〜 11：30
主催：図書館と地域をむすぶ協議会

今クラシック音楽はこれがアツい！
〜ネット音楽図書館の上手な使い方〜（仮）

〈アクティブラーニング最前線〉

ラーニングコモンズとアクティブラーニング、
そしてその次へ

図書館―これまでの20年とこれからの20年
「本との出会い」
─ 読書の可能性を広げるためにどうすればいいか。

─図書館・コミュニティから始める学びのリデザイン─（仮題）
ラーニングコモンズとアクティブラーニングのこれまでを振り返り、
次世代の図書館に求められる新しい学び（合い）について、第一線
で活躍中の講師（交渉中）によるリレートークを行います。
新しいモデルのデザインについて一緒に考えていきましょう！

基調講演：相賀昌宏（日本書籍出版協会理事長、
株式会社小学館代表取締役社長）
司会：成瀬雅人（株式会社原書房代表取締役社長、日本書籍出版
協会副理事長 図書館委員会委員長）

基調講演：高山正也（慶應義塾大学名誉教授、国立公文書館前
館長）
リレートーク：石川敬史（十文字学園女子大学准教授）、今井福司（白
百合女子大学准教授）、岡部晋典（愛知淑徳大学 専
任講師）
、日向良和（都留文科大学准教授）
、村木美
紀（同志社女子大学准教授）ほか（五十音順）
司会：野末俊比古（青山学院大学教授）

