図書館総合展週間フォーラム・スケジュール（11月7日〈月〉〜11月10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 http://www.libraryfair.jp/
地域の未来を育成する活動拠点づくり

〜桶川市における図書館と大型書店を融合した
文化交流施設プロジェクト運営 一年の振返りと今後の展望〜

講師：田中雅人（福井大学高エネルギー医学研究センター客員准教授）
森谷めぐみ（岡山大学附属図書館 情報サービス課課長）
司会：山内祐平（東京大学大学院情報学環学際情報学府教授）
立石亜紀子（横浜国立大学図書館・情報部図書館情報課）
講師：松本 潔（桶川市教育委員会教育部長）
矢田部 聡（株式会社新都市ライフホールディングス
埼玉支店長）
高田恭功（丸善雄松堂株式会社執行役員）

〜 お悩み の解決策を通して考える大学図書館における
教育・学修支援の進め方〜
コーディネーター：野末俊比古（青山学院大学教育人間科学部准教授）

主催：株式会社図書館流通センター

大和市文化創造拠点開館記念フォーラム

集中講義「図書館政策」=公立図書館の機能とその発揮の仕方=

司会：佐藤達生（株式会社図書館総合研究所取締役）
パネリスト：大木 哲（大和市長）
高須賀大索（イオンモール株式会社 開発本部
建設企画統括部 企画開発部
開発デザイングループ 担当部長）
高城孝侑（大田区立蒲田駅前図書館 館長）

【プログラム】
公立図書館の機能とその発揮の仕方 宮脇 淳（北海道大学法学研究科教授）
新たな図書館機能の創造に向けて 佐藤達生（株式会社図書館総合研究所取締役）
サービス・プロバイダー型PFIが問いかけるもの 榊原康正（愛知県西尾市長）
地域文化創造への起点となる図書館条例 佐藤 篤（東京都墨田区議会議員）
〈司会〉南 学（東洋大学客員教授／ TRC顧問）

高等教育における著作物利用環境整備に向けて

残された紙の残された問題を解決する
司会：土屋 俊（大学改革支援・学位授与機構教授）
講師：瀬尾太一（日本複製権センター副理事長）
常世田 良（立命館大学文学部教授）
森 一郎（新潟大学学術情報部学術情報管理課長）
企画協力：国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会

司会：谷澤滋生（日本薬学図書館協議会教育・研究委員会）
講師：勝山佳菜子（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課課長補佐）
唯野貢司（日本薬学図書館協議会会長）
平 紀子（日本薬学図書館協議会専務理事）

図書館と学校が地域をつくる

シンポジスト：岩崎久美子（放送大学教授・前国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官）
福本 徹（国立教育政策研究所生涯学習政策研究部（併）教育研究情報推進室総括研究官）
立田慶裕（神戸学院大学人文学部教授）
井上豊久（福岡教育大学教育学部教授）
荻野亮吾（東京大学高齢社会総合研究機構特任助教）
中村由香（東京大学大学院教育学研究科博士課程）
ビデオ出演：仲濱佳穂（筑波大学附属聴覚特別支援学校小学部教諭）
コーディネーター：品川裕香(教育ジャーナリスト・編集者)

基調講演：羽入佐和子（国立国会図書館長）
「立法調査サービス、源流と発展」
1：兼松芳之（国立国会図書館 調査及び立法考査局総合調査室
主任調査員・調査企画課連携協力室長）
「書誌作成、標準化の歩みと将来」
2：諏訪康子（国立国会図書館 収集書誌部主任司書）
「デジタル戦略―いわゆる「ナショナル・アーカイブ」の
ために何ができるか―」
3：川鍋道子（国立国会図書館 電子情報部副部長
電子情報企画課長事務取扱）
司会：茂出木理子（東京外国語大学学術情報課長）

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

主催：図書館パートナーズ

人と文化と地域を結ぶ公共施設

地方創生時代の町立図書館

ライブラリー・ファシリテーターⓇ体験講座

平成29年3月の開館を目指して整備中の「ゆいの森あらかわ」。赤ちゃ
んから高齢者まで、すべての世代をむすぶ新しい発想の複合文化施設。
ゆい（結）にこめられた意味など、その全貌を紹介する。
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主催：トムソン・ロイター

〈コラーニングフォーラム〉集まる→つながる→学び合う

変化する利用者ニーズに応える

ぴっかりカフェに取り組む

松田ユリ子（神奈川県立田奈高等学校 学校司書）

講演者：有賀克彦（国立研究開発法人物質・材料研究機構）ほか

子ども食堂を中心に「つながる場」を創出する

MC BOO(エネルギー＆ソーシャルマガジン 編集長)
【コメンテーター】
今井福司（白百合女子大学基礎教育センター准教授）
日向良和（都留文科大学情報センター准教授）
【マイクランナー】野末俊比古（青山学院大学 教育人間科学部 准教授）
【司会】Edward Masui（図書館総合展運営委員会）

10：00 〜 11：30

〜オカモチが走る！「キャンパスどこでも図書館」計画、
学修支援の切り札「読書術アプリ」、社会とコラボ
「未来の図書館」見本市etc. 企画アイテム一挙公開！
登壇者：帝京大学
松岡正剛事務所
編集工学研究所

13：00 〜 14：30

JSTOR

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

【ハイパートーク】障害者とともに拓く地域の未来図
図書館と「合理的配慮」の三段跳び

佐藤聖一（埼玉県立久喜図書館司書主幹
／日本図書館協会障害者サービス委員長）
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）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

文献管理ツール＆研究者ネットワーク
Mendeleyの最新情報

注目を集めているトップ論文の確認方法など、論文・著者・
ジャーナルの各種評価指標と利用時の注意点を解説します。

製品の一通りの機能をデモと技術的情報を交えて解説するとともに、
研究者を支援する各種関連サービスも紹介します。

講師：高橋昭治（エルゼビア・ジャパン株式会社
ソリューションコンサルタント）

講師：高橋昭治（エルゼビア・ジャパン株式会社
ソリューションコンサルタント）

嶋田 学（瀬戸内市立瀬戸内市民図書館館長）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

分野を超えた知の連携
『進化する図書館』テクノロジーがもたらす
〜 IIIFとLinked Dataで進化するデータの利活用〜 転換の向こうには？ PARTⅠ

講師：近藤茂生（立命館大学図書館次長）
司会：奥田悠子（株式会社キャリアパワー常務取締役）

―全米で２万人以上の図書館員さんが利用

講師：新名 新（株式会社出版デジタル機構 代表取締役社長）
ゲスト：唐木 厚（株式会社講談社 第五事業局 担当局長）
Hadrien Gardeur（Feedbooks S.A.S.,Co-Founder）

〜米図書館界の変革者、前ALA会長Sari Feldmanが語る
新しい時代に必要な新しい図書館をつくる取組とは？〜

講演者：サリー・フェルドマン（アメリカ図書館協会（ALA）前会長）
講師：中井俊樹（愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室
溝口 敦（メディアドゥ取締役事業開発本部長）
教授／『アクティブ・ラーニング』編著者）
コーディネーター：野末俊比古（青山学院大学教育人間科学部准教授）
アクティブラーニングを支援する最新技術について、協力各社による
デモもあります。
協力：株式会社イトーキ、株式会社内田洋行、株式会社岡村製作所、
金剛株式会社、三進金属工業株式会社

NACSIS-CAT/ILLと電子リソース：
2020年の学術情報システム

学術コミュニケーションと
大学図書館の予想される未来

講師／パネリスト：佐藤義則（東北学院大学文学部教授）
熊渕智行（東京大学附属図書館情報管理課長）
佐藤初美（筑波大学学術情報部アカデミック
サポート課長）
小野 亘（東京学芸大学教育研究支援部
学術情報課長）
モデレータ：小山憲司（中央大学文学部教授）

講演者：リチャード・ポインダー
（Richard Poynder、ジャーナリスト）
ニール・ジェイコブズ
（Neil Jacobs, 英国合同情報）
深貝保則（横浜国立大学教授）
コーディネーター：佐藤義則（東北学院大学教授）
土屋 俊（大学改革支援・
学位授与機構教授）
協力：機関リポジトリ推進委員会

共催：機関リポジトリ推進委員会

リポジトリの未来を考える：オープンサイエンス時代の到来を迎えて
【第1部】14：50 〜 15：45
機関リポジトリのこれから

【第2部】15：50 〜 17：00
リポジトリ事例報告・活動報告

登壇者：富田健市（北海道大学附属図書館）
山本和雄（琉球大学附属図書館）
尾城孝一（東京大学附属図書館）
中谷 昇（鳥取大学附属図書館）
加川みどり（神戸松蔭女子学院
大学図書館）

13：00 〜 14：30

登壇者：江川和子（筑波大学附属図書館）
尾崎文代（鳥取大学附属図書館）
高橋菜奈子（千葉大学附属図書館）
三角太郎（千葉大学附属図書館）
川村拓郎（広島大学図書館）
山地一禎（国立情報学研究所）
林 豊（九州大学附属図書館）ほか

15：30 〜 17：00

主催：株式会社極東書店

主催：国立国会図書館

主催：EBSCO Information Services Japan 株式会社

変化する海外公文書館における資料収集事情：

外国資料をめぐる課題とその克服

研究支援・大学のブランディングにおける
図書館の役割（仮）

コメンテーター：伊藤 潤（元名古屋大学研究員）
報告者：陽子長坂マイヤーズ（株式会社ニチマイ米国事務所長）

司会：渡邉斉志（国立国会図書館関西館アジア情報課課長）
講演者：市古みどり（慶應義塾大学日吉メディアセンター事務長／
講師：加藤さつき（新潟大学学術情報部学術情報サービス課長）
学術研究支援部調査役／塾長室課長）
小島浩之（東京大学大学院経済学研究科講師）
齊藤まや（国立国会図書館関西館アジア情報課アジア第二係長）

―アジア情報のリソースシェアリングから見えてくるもの―

2017年に地域フォーラムを開催する都市を発表するとともに、
地域フォーラムを開催した図書館の方に「地域フォーラムを開い
て良かったこと」をお話しいただきます。「次はウチの館で」とい
うご相談も受け付けます。

13：00 〜 17：00
株式会社ブレインテック 第31回ユーザー研究会
講師：山田奈緒美（滋賀文教短期大学図書館（智徳館）司書）
古川恵美（公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団横浜市歴史博物館 司書）
※ブレインテック製品ユーザー限定

主催：日本事務器株式会社 ネオシリウス・ユーザー・フォーラム2016

医中誌Webを公共図書館で使う

【セッション1】ユーザ様向けプレゼンテーション

【セッション2】専門・企業図書館ミーティング

・ネオシリウス・クラウド最新情報
・今後のバージョンアップ・ロードマップ
・その他（ラーニングコモンズ、次期NACSIS-CAT/ILL、
産学連携、IFLA等）

・ネオシリウス活用事例の紹介
・専門図書館様向け機能の実装予定
・ディスカッション

―医中誌は公共図書館での医療情報提供を支援します―
公共図書館における医療・健康情報サービスに関わる方々の疑問に
お答えし、また、共に考えるフォーラムです。
第一部(講演)：「リタイアした医学図書館員が今、一市民として公共
図書館に望むこと」
講師：下原康子（元医学図書館員。大学図書館・病院図書室・患者
図書室での勤務経験を持つ。
第二部：医学中央雑誌刊行会からの情報提供
「公共図書館での医中誌Webの有効な使い方」、具体的な検索方法、
複写サービス、医学図書館＋公共図書館の連携事例など。

10：30 〜 12：00

※本セッションはネオシリウスユーザー様を対象としておりますが、ユーザ様以外の
図書館様も参加可能です。

13：00 〜 14：30

※本セッションはネオシリウスユーザー様を対象としておりますが、ユーザー様以外の
図書館様も参加可能です。

15：30 〜 17：00

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／図書館流通センター 主催：NPO法人知的資源イニシアティブ（IRI）／図書館総合展運営委員会

公共図書館と市民的価値の創造

障害者・本・図書館員をつなぐ
図書館づくりのためにⅡ

Library of the Year

パネリスト：佐藤 翔（同志社大学免許資格課程センター助教）
高橋 聡（神奈川県・海老名市立中央図書館長、
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
公共サービス企画カンパニー社長
広瀬容子（株式会社ラピッヅワイド代表取締役）
コーディネーター：湯浅俊彦（立命館大学文学部教授）

講師：植村 要（立命館大学人間科学研究所客員研究員）
パネリスト：あべ・やすし（愛知県立大学 非常勤講師）
伊藤亜紗（東京工業大学リベラルアーツ
研究教育院 准教授）
植村 要（立命館大学人間科学研究所 客員研究員）
野口武悟（専修大学教授）
コーディネーター：松原洋子（立命館大学先端総合学術研究科 教授）

LoY2016優秀賞4機関を対象として、一般公開の最終選考会を開催しま
す。最終選考会では、各機関にてプレゼンテーションを行い、パネルディ
スカッションを経て、審査員5名の投票によりLoY2016大賞を決定しま
す。また、今年から会場参加者（クラウドファンディング事前投票含む）
の投票が一番多かった優秀賞館に対し、
「オーディエンス賞」を授与します。
各賞決定後、LoY2016優秀賞、ライブラリアンシップ賞、LoY2016大賞、
オーディエンス賞の受賞機関の表彰式を行います。

―図書館を超える図書館とは

良い図書館を良いと言う

後援：株式会社キハラ、株式会社富士通システムズアプリケーション＆サ
ポート 他
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講師：福井健策（弁護士・ニューヨーク州弁護士／
日本大学藝術学部 客員教授）

講師：朴善美（韓國消費者院情報資料室）
南山泰之（情報・システム研究機構 国立極地研究所
情報図書室）
司会：村井友子（独立行政法人日本貿易振興機構
アジア経済研究所図書館）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：国立国会図書館

主催：TRC-ADEAC株式会社

障害者サービスに電子図書館を活用しよう

我が国におけるデジタルアーカイブ連携の未来

我が国におけるデジタルアーカイブ連携の未来

国立国会図書館サーチとアグリゲーターの視点から

電子図書館システム 視覚障害者操作支援機能デモンストレーション
デモ：植村 要（図書館総合研究所 特別顧問）

ADEACの現状と今後の取り組み

挨拶：田中久徳（国立国会図書館電子情報部長）
講師：小澤弘太（国立国会図書館電子情報部電子情報サービス課
課長補佐）
高野明彦（国立情報学研究所教授）
奥野吉宏（京都府立図書館企画総務部連携支援課主任）
生貝直人（東京大学大学院情報学環客員准教授）

パネルディスカッション
パネラー：前川千陽（三田市立図書館館長）
志水千尋（明石市立図書館館長）
コーディネーター：盛田宏久（大日本印刷株式会社hontoビジネス本部
MCH連携チーム リーダー）

10：00 〜 11：30

報告：田山健二（TRC-ADEAC株式会社 代表取締役）
【パネルディスカッション】
コーディネーター：原田隆史（同志社大学教授）
パネラー：高野明彦（国立情報学研究所教授）
小澤弘太（国立国会図書館電子情報部
電子情報サービス課長補佐）
生貝直人（東京大学大学院情報学環客員准教授）
田山健二（TRC-ADEAC株式会社 代表取締役）

13：00 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会／専門図書館協議会

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

専門図書館の書棚から覗く、所蔵資料の面白さ

10年後の大学図書館を考える

講師：茅根 拓（公益財団法人野球殿堂博物館 事業部 係長）
長尾典子（国立研究開発法人海洋研究開発機構 研究推進部）
大隅一志（公益財団法人日本交通公社「旅の図書館」副館長）

〜オープンアクセス時代の大学図書館の新たな役割
【講演】講師：尾城孝一（東京大学附属図書館 事務部長）
林 和弘（科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター 上席研究官）
【パネルディスカッション】
ファシリテーター：佐藤 翔（同志社大学免許資格課程センター 助教）
パネリスト：尾城孝一（東京大学附属図書館 事務部長）
林 和弘（科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター 上席研究官）
中村美里（国文学研究資料館 古典籍共同研究事業センター事務室 古典籍データベース係長）
田中千尋（横浜市立大学 学務・教務部 学術情報課 学術情報担当）
酒見佳世（慶應義塾大学 日吉メディアセンター主任）

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：株式会社図書館流通センター

主催：株式会社内田洋行

研究者による電子学術資料の活用事例（仮）

イオンモールに図書館ができた!!

ラーニング・コモンズ最前線

〜つがる市の新しい図書館づくり〜

講師：山口潤一郎（早稲田大学理工学術院 准教授）

〜大学での導入事例紹介からみるラーニング・コモンズの
現状と将来について

司会：打保秀一（岐阜県高山市立図書館館長）
講師：葛西 輔（つがる市教育委員会教育長兼つがる市立図書館館長） 小出 暢（パワープレイス株式会社）
加瀬 浩（イオンモールつがる柏ゼネラルマネージャー）
佐藤達生（株式会社図書館総合研究所取締役）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会／一般財団法人森永エンゼル財団 主催：一般社団法人学術著作権協会

主催：株式会社メディアドゥ／ Overdrive

OCW, MOOCsを導入した図書館経営

図書館への電子図書館導入から1年、
これまでとこれからの活用状況をまとめる

英国の教育現場における著作物の利用とライセンス

教育オープン化時代の新しいコミュニティ・カレッジ型
図書館づくりへ
マネジメントの課題を検討し、展望・計画を描く

講演者：Madeleine Pow-Jones
（The Copyright Licensing Agency
Policy and International Relations Manager）

講師：谷一文子（株式会社図書館流通センター代表取締役会長）
オーレ・ベリー（株式会社図書館流通センター）
松田義幸（学校法人尚美学園顧問／森永エンゼル財団理事）
司会：犬塚潤一郎（実践女子大学教授）

講演者：溝口 敦（株式会社メディアドゥ取締役事業開発本部長）
講演者：船見康之（潮来市立図書館館長）

※同時通訳有

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：日経BP社

主催：富士通株式会社

学生と協働して考えるデータベースの
新しい活用法（仮）

MOOCと図書館

主催：株式会社富士通システムズアプリケーション＆サポート
元気な学校図書館プロジェクト実践報告

講師：村上和彰（九州大学名誉教授）

司会：山崎博樹（秋田県立図書館協会顧問）
(1)基調講演：神代 浩（文部科学省科学技術・学術総括官）
(2)事例発表：福田真悦（秋田県立図書館 図書資料班長副主幹）
(3)事例発表：三好明美（鳥取県立図書館支援協力課・学校図書館
支援センター 学校図書館支援員 兼係長
兼高等学校課指導主事）
(4)事例発表：中山美由紀（東京学芸大学学校図書館運営専門委員会）
村上恭子（東京学芸大学附属世田谷中学校）

〜デジタルラーニングプラットフォーム「Fisdom」の活用〜

広報・PRの重層化と学び合いのメニューづくりが
大学図書館を変える

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：株式会社ソフエル

主催：一般財団法人森永エンゼル財団

ICTを活用したスマートライブラリーの
実現へ向けて

コミュニティ・カレッジ型の図書館経営（1）
：
日本の文芸古典

ICタグを使った自動貸出ゲート導入事例のご紹介

主催：一般財団法人森永エンゼル財団

共催：図書館総合展運営委員会

アクティブ・ラーニングとスクーリング事例（2）：
「ミルワード先生のシェイクスピア講義」を活用したセミナー

講師：坂井岳志（日本教育情報学会理事）
奥村準子（筑波大学附属高等学校／全日本かるた協会）
岸上英幹（日本先端メディア外国語教育センター理事）
司会：犬塚潤一郎（実践女子大学教授）

講師：門野 泉（清泉女子大学名誉教授・前学長）
織田哲司（東京理科大学教授）
徳山郁夫（千葉大学名誉教授）
司会：松田義幸（学校法人尚美学園顧問／森永エンゼル財団理事）

13：00 〜 14：30

主催：日外アソシエーツ株式会社
進化するデータベース・サービス
OPACとのダイナミックなリンク

15：30 〜 17：00

主催：ユサコ株式会社

主催：日外アソシエーツ株式会社

Ex Libris アップデートセミナー

図書館で変わる！地域が変わる！

・製品の最新情報と動向, 世界的な利用機関の現状
・製品アップデート情報
・利用機関様からの発表（Primo Centralの導入事例）

プレゼンター：森岡 浩（編集局データベース編集部長）
：鈴木文子（営業局営業課）
：星 俊雄（営業局特任部長）

〜編集力が生む新しい図書館像

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）

講師：稲木 竜（慶應義塾大学メディアセンター本部）

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会／金剛株式会社

主催：図書館総合展運営委員会／日本書籍出版協会 主催：図書館総合展運営委員会

熊本地震から見えた「備えるべき」もの・こと

本と地域の20年後を創る

登壇者：吉野滋記（金剛株式会社営業本部営業支援グループ
販売サポートチーム チームリーダー）
河瀬裕子（くまもと森都心プラザ図書館 館長）
山田美幸（熊本学園大学商学部 講師）
庄子隆弘（みちのく図書館員連合〈MULU〉
）
司会：鎌倉幸子（図書館総合展運営委員会、
アカデミック・リソース・ガイド株式会社）

講師：保坂展人（東京都世田谷区長）
森 茜（日本図書館協会理事長）
相賀昌宏（日本書籍出版協会理事長／小学館代表取締役社長）
司会：成瀬雅人（日本書籍出版協会図書館委員会 副委員長／
原書房代表取締役社長）

〜震災大国日本の図書館について考える〜

17：00〜19：00
主催：神奈川の県立図書館を考える会

協力：図書館総合展運営委員会

神奈川の県立図書館を考える会
政策形成フォーラム

「神奈川県でつくる未来の図書館」

登壇者：神奈川県議会議員、神奈川県内市町村議会議員、
神奈川の県立図書館を考える会メンバーほか。

共催：図書館総合展運営委員会

コミュニティ・カレッジ型の図書館経営（2）
：
西洋の文芸古典

アクティブ・ラーニングとスクーリング事例（1）：
百人一首遊びから源氏物語へ

近藤茂生（立命館大学学術情報部次長）
伊賀亨治（株式会社ソフエル代表取締役社長）

共催：富士通株式会社

〜公立図書館と学校連携の取組みについて〜

コーディネーター： 野末俊比古（青山学院大学教育人間科学部准教授） 九州大学名誉教授 村上和彰氏によるコンセプト発表の他、デモを交
えてMOOC/SPOCの統合プラットフォームとしての魅力をご紹介す
るとともに、図書館における活用方法をご提案します。

10：30 〜 12：00

セッション1（13：00〜14：30）、セッション2（15：30〜17：00）

主催：NPO医学中央雑誌刊行会

韓国と日本のオープンアクセス政策と
専門図書館の役割

主催：株式会社図書館流通センター

10：00 〜 11：30

主催：株式会社 ブレインテック

中澤友義（塩尻市立図書館）
日向良和（都留文科大学准教授）

10：00 〜 11：30

講師：福井健策（骨董通り法律事務所弁護士）
司会：末廣恒夫（株式会社資生堂技術知財部）

10：00 〜 11：30

︵ 公 式サイトにて告 知 予 定 ︶

アクティブ・ラーニング研究・実践の第一人者を迎えて考える
講師：落合恵子（作家、クレヨンハウス代表、東京家政大学特任教授） 「学び」と「図書館」の近未来

14：50〜17：00

主催：図書館総合展運営委員会 主催：オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）

学術著作物の二次利用：転載と翻案

11

横浜市内で午後の時間に開催（調整中）

主催：LibraryNAVI研究会

10

協力：図書館総合展運営委員会

神奈川学校図書館フォーラム
「紙メディアの可能性 作ろう
LibraryNAVI」
「神奈川県でつくる未来の図書館」

田子環（神奈川県立高等学校司書）ほか。
※確定次第、公式webサイトにて告知します。

使おう

協賛：日経BP記事検索サービス
特別協力：イマキク

第一回全国学生協働サミット

─都市と出版と図書館のアクションプラン─

11

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
参加大学受付中！ ぜひエントリーを!!（募集要項参照）
一般参加もお待ちしています！
これから学生協働を始める大学図書館、 市民協働 に取り組む
公共図書館、図書（館）委員会活動を活性化したい学校図書館の
関係者など、ご関心のある皆さまはどなたでも歓迎します
（個人単位での申込みとなりますので、ウェブサイトからどうぞ）

12

横 浜 市 立 中 央 図 書 館ホール

Libraries Transform（変革する図書館）

13：00 〜 14：30

主催：国立情報学研究所

「図書館総合展2017 地域フォーラム」開催地発表

11
10

10：00 〜 11：30

15：30 〜 17：00

講演者：サリー・フェルドマン（アメリカ図書館協会（ALA）前会長）
溝口 敦（メディアドゥ取締役事業開発本部長）

主催：専門図書館協議会

月 日︵土︶

アクティブ・ラーニング最前線

発表者：飯野勝則（佛教大学図書館 専門員）
北山信一（鹿児島大学学術情報部情報管理課
学術コンテンツ係）ほか

〜米図書館界の変革者、前ALA会長Sari Feldmanが語る
新しい時代に必要な新しい図書館をつくる取組とは？〜

15：30 〜 17：00

主催：株式会社サンメディア
〜どんなところに注意が必要か？

月 日︵木︶

いのちの感受性 2016・秋

Libraries Transform（変革する図書館）

〜新たなディスカバリーサービスを語ろう！〜

横浜市内

主催：株式会社メディアドゥ／ OverDrive

集え ディスカバラー Next Discovery

月 日︵月︶

13：00 〜 14：30
主催：図書館総合展運営委員会

ソーシャル・イノベーションを巻き起こす図書館へ

主催：図書館総合展運営委員会

展示会場内特設

展示会場内特設

10：30 〜 12：00
主催：図書館総合展運営委員会

15：30 〜 17：00
主催：株式会社メディアドゥ

米国国立公文書館(NARA)所蔵資料の調査収集事例を中心に、その他の国立公
文書館の資料調査事例の一端とその最新事情についてご紹介いただきます。
とりわけNARAでは、近年さまざまな撮影環境の制約から資料の入手が困難に
なって来ています。また現在取り組んでいるFEMA資料の電子化などについて
ご紹介していきます。

︵Ｅ２０４︶

︵Ｅ２０４︶

〜自動化・機械化の進化に伴って、その先に図書館は
どのように変わるのか〜

発売前の本をひと足先に
無料で読めるサービスNetGalley

13：00 〜 14：30
主催：株式会社サンメディア

米国国立公文書館（NARA)の事例を中心として

15：30 〜 17：00
主催：株式会社出版デジタル機構

※参加者申し込みは、キハラのホームページからお願いします。
申し込み多数の場合、抽選とさせていただきます。参加費：1人1000円

展示会場内特設

主催：株式会社キャリアパワー

川人 拓（キハラ製本アドバイザー）
高尾 斎（キハラ製本アドバイザー）

主催：図書館と地域をむすぶ協議会

10：00 〜 11：30

第９会場

第９会場

主催：インフォコム株式会社

登壇者：高山正也（ライブラリーアカデミー塾長／慶應義塾大学
名誉教授／国立公文書館フェロー）
大串夏身（元昭和女子大学教授）
南 学（東洋大学客員教授／ TRC顧問）

〜製本を実習スタイルで学ぶ〜
かがり綴じによる手帳を作り、かがり綴じを練習しましょう

︵Ｅ２０６︶

Scopus最新情報
〜各種研究インパクト指標の紹介を中心に〜

〜市民との共生とは？そして、図書館の役割とは？〜

図書館を作る、図書館人を造る、図書館の時代を創る

第８会場

地域の課題解決につながる図書館活動を考える

縢る、
（かがる）

幕別町図書館（北海道）茂木町「ふみの森もてぎ」（栃木県）ほか全
国各地で支援する図書館で実践する具体例を示しながら、ソーシャ
ル・イノベーションの核となる図書館像を提案する。また、「全国書
誌情報利活用に関する勉強会」（活字文化議員連盟）など関係する図
書館関連の動向を外観しながら図書館の本来と将来を考える。

︵Ｅ２０６︶

︵Ｅ２０６︶

主催：エルゼビア・ジャパン株式会社

ソフトパワー・エンジンとしての日本の図書館

10：00 〜 11：30

第８会場

第８会場

主催：エルゼビア・ジャパン株式会社

学術情報流通の動向2016

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／
慶応義塾大学講師）

15：30 〜 17：00

主催：株式会社内田洋行

15：30 〜 17：00

︵Ｅ２０５︶

Hop）合理的配慮のガイドラインとチェックリスト
Step）障害者差別解消法は図書館のチャンスだ！
Jump）障害者は人・事・物の接着剤、司書は潤滑油！

13：00 〜 14：30

主催：キハラ株式会社

10：00 〜 11：30

︵Ｅ２０５︶

︵Ｅ２０５︶

今後の活用につなげる、フィルム救済方法
発表者：Bruce Heterick's（VP, Institutional Participation
and Strategic Partnerships,Outreach & Participation） 吉岡博行（株式会社吉岡映像 代表取締役）
潮田峰雄（株式会社ニチマイ）

協力：社会福祉法人埼玉福祉会

出版不況から業界を救うには？
出版社社長と元図書館長で、新たな可能性を探ります。
取り組みの事例も紹介する予定です。

主催：株式会社図書館流通センター

講師：土屋 俊（大学改革支援・学位授与機構教授）

15：30 〜 17：00
主催：図書館総合展運営委員会

講師：丸山高弘（山中湖情報創造館指定管理者館長）
古山悟由（國學院大學図書館事務課長）
平野 誠 （中央大学附属中学校・高等学校図書館運営委員会
委員長・司書教諭）
進行：高橋裕司 （日本電子図書館サービス代表取締役社長）

対談：
内野安彦（常磐大学等非常勤講師／元塩尻市立図書館長）
成瀬雅人（原書房代表取締役社長／日本書籍出版協会常任理事）

第７会場

主催：株式会社ニチマイ

「LibrariE（ライブラリエ）はこう使う」

〜図書館・書店・出版社〜

主催：図書館総合展運営委員会
オープンアクセスをめぐって

第７会場

第７会場

主催：JSTOR ／ユサコ株式会社／株式会社紀伊國屋書店
学術コンテンツにおけるディスカバリー、検索、利用統計の分析

〈共読ライブラリー〉第2ステージ始動
図書館は学生と社会をつなぐKEY STATION!!

〜コンテンツNo.1!!
これからの電子図書館サービス〜

︵アネックスホール２０６︶

【登壇者】

─研究者が図書館に求める支援とは─

出版文化を支える

10：00 〜 11：30

︵アネックスホール２０６︶

︵アネックスホール２０６︶

〜居場所（コモンズ）から共同体（コミュニ ティー）へ〜

15：30 〜 17：00
主催：帝京大学メディアライブラリーセンター／図書館総合展運営委員会

地方創生レファレンス大賞 最終審査・授賞発表

第６会場

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

15：30 〜 17：00
主催：神奈川県図書館協会

審査委員長 ：大串夏身（元昭和女子大学教授）
審査委員：猪谷千香（文筆家／ハフィントンポスト記者）
糸賀雅児（慶應義塾大学教授）
竹内利明（電気通信大学大学院情報理工学研究科
共通教育部特任教授）
永利和則（公益社団法人日本図書館協会理事／
小郡市立図書館長）ほか
協賛：公益財団法人図書館振興財団／協力：図書館総合展運営委員会／
後援：文部科学省、公益社団法人日本図書館協会

第６会場

第６会場

10：00 〜 11：30
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13：00 〜 14：30

︵アネックスホール２０５︶

「これがファシリテーションだ！」
ファシリテーター：北村志麻（図書館パートナーズ代表）
「図書館員研修設計原論」
講師：仁上幸治（図書館サービス計画研究所代表）
司会：小田垣宏和（図書館パートナーズ理事）

講演者：長塚 隆（鶴見大学文学部ドキュメンテーション学科
図書館員リカレント教育推進寄附講座 教授）

月 日︵木︶

講師：嶋野 勝（福岡県福智町 町長）
鳥越美奈（福智町立図書館・歴史資料館長）
大西麻貴（大西麻貴+百田有希／ o+h共同主宰）
司会：岡本 真（アカデミック・リソース・ガイド株式会社）

〜図書館の未来はビジネススキルが切り開く〜

司会：佐藤達生（株式会社図書館総合研究所取締役）
パネリスト：山口健児（株式会社佐藤総合計画）
パネリスト：指定管理者 やまとみらい
（株式会社図書館流通センター）
（サントリーパブリシティサービス株式会社）
（株式会社小学館集英社プロダクション）
（株式会社明日香）
（株式会社ボーネルンド）
（横浜ビルシステム株式会社）

新たな読書の場としての特別読書空間
（Special Reading Space)の役割

主催：地方創生レファレンス大賞実行委員会 主催：株式会社日本電子図書館サービス
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

︵アネックスホール２０５︶

講師：西川太一郎（東京都荒川区長／特別区長会会長）
講師／パネリスト：堀 裕美子（荒川区地域文化スポーツ部
複合施設準備室長）
パネリスト：伊東直登（松本大学図書館長、教授）
コーディネーター：太田 剛（図書館と地域をむすぶ協議会／
ゆいの森あらかわアドバイザー）

─挑戦・躍進する町の図書館

月 日︵水︶

︵アネックスホール２０５︶

荒川区長、「ゆいの森あらかわ」計画を語る

共催：図書館サービス計画研究所（トサケン）

変貌する中国の公共図書館

大和市文化創造拠点 誕生までの激動22 ヶ月

第５会場

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会／荒川区

90分で魅せます！複合施設のつくりかた

10：00 〜 11：30

第５会場

第５会場

10：00 〜 11：30

―確かな学力形成と豊かな人生に向けて 「図書館を使った調べる学習コンクール」20回記念シンポジウム―

図書館の健康医療情報コーナーの先にあるもの

︵アネックスホール２０４︶

国立国会図書館の基本的役割

15：30 〜 17：00
主催：株式会社図書館流通センター

第４会場

︵アネックスホール２０４︶

主催：公益財団法人図書館振興財団

︵アネックスホール２０４︶

13：00 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

第４会場

第４会場

10：00 〜 11：30

─図書館の役割を探る─

13：00 〜 14：30

︵アネックスホール２０３︶

『かかりつけ薬剤師』が変える、
市民と薬剤師の医療･健康情報共有

館内コピー・ILL・デジタル変換

基調講演：梅澤貴典（中央大学職員）
報告者：大学図書館関係者（調整中）
講師：大須賀美恵子（大阪工業大学図書館長・工学部（2017年
公共図書館関係者（調整中）
4月よりロボティクス＆デザイン工学部）教授）
木村麻美子（株式会社キャリアパワー取締役執行役員本部長） ※このフォーラムは、American Library Associationの
共催(co-presenter)のもと、開催されます。
司会：奥田悠子（株式会社キャリアパワー常務取締役）

主催：株式会社図書館流通センター

司会：高山智子（国立がん研究センターがん対策情報センター）
登壇者：八巻知香子（国立がん研究センターがん対策情報センター）
岡野美千子（堺市立西図書館）
原田敦史（堺市立健康福祉プラザ）
古谷 緑（堺市立総合医療センター）
小川俊彦（逗子市立図書館）
萬谷和広（大阪南医療センター）
田村俊作（慶応大学文学部図書館情報学）

︵アネックスホール２０３︶

︵アネックスホール２０３︶

講師：竹内比呂也（大学学習資源コンソーシアム運営委員長／千葉大学
副学長・アカデミック・リンク・センター長）
土屋 俊（大学改革支援・学位授与機構教授）ほか

15：30 〜 17：00
主催：日本医学図書館協会／日本薬学図書館協議会

文献では伝わらない、私が海外の現場を訪れて初めて分かったこと

13：00 〜 14：30

「著作権を巡る最近の動向
TPP、ビッグデータ、オープンサイエンス、
AIで著作権はどう変わる（仮）
」

第３会場

13：00 〜 14：30
主催：図書館総合展運営委員会

〜図書館の仕事はすべてロボットに任せる、
そんな時代が来るのか？〜

変革のとき、世界の図書館から
学べるものとは？

主催：図書館総合展運営委員会／国立がん研究センター
〜医療・福祉側からの期待とこれからの可能性

第３会場

第３会場

10：00 〜 11：30

…地域社会が大きく変化する時代、図書館には何ができるのか

主催：大学学習資源コンソーシアム

10：00 〜 11：30

『進化する図書館』テクノロジーがもたらす
転換の向こうには？ PARTⅡ

10：00 〜 11：30
主催：神奈川県資料室研究会

︵アネックスホール２０２︶

見たことのない居場所をつくろう！

原田隆史（同志社大学教授）
吉本龍司（株式会社カーリル代表取締役・エンジニア）
総合目録に関わるキーパーソン（複数名）

︵アネックスホール２０２︶

︵アネックスホール２０２︶

市民が主役！ 未来を拓く

広がる新しいサービスの可能性

15：30 〜 17：00
主催：丸善雄松堂株式会社

第２会場

13：00 〜 17：00

主催：株式会社図書館流通センター

公共図書館の総合目録の将来像を考える

第２会場

第２会場

10：00 〜 11：30

〈参加型講座〉
事例から探るアクティブラーニングの
課題と展望

13：00 〜 14：30
主催：株式会社キャリアパワー

︵アネックスホール２０１︶

Maruzen eBook Libraryの活用を事例として

10：00 〜 11：30
主催：カーリル、同志社大学図書館情報学研究室

第１会場

電子書籍の利活用と教育・学修環境の充実

15：30 〜 17：00
主催：丸善雄松堂株式会社

︵アネックスホール２０１︶

︵アネックスホール２０１︶
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13：00 〜 14：30
主催：丸善雄松堂株式会社

第１会場

第１会場

月 日︵火︶

11

10：00 〜 11：30
主催：丸善雄松堂株式会社

Library Fair & Forum 2016

10：00 〜 16：30
主催：株式会社神奈川新聞社

協力：株式会社理究 横浜植木株式会社

横浜で楽しむ、読書の秋
〜著者に聞く「ここだけの話」
(入場無料・事前申込制)

横浜市民読書活動推進月間応援企画として、
識者によるトークイベントを開催。
「ことばの学校」による「速聴読」の体験＆
語彙力診断コーナーも併設します。
「横浜税関から見る世界と日本の経済」講師：米澤潤一（元大蔵省関税局長）
「自然は友だち（仮）」講師：吉田文雄（学芸員）
「横浜の魅力的な定食（仮）」講師：今 柊二（エッセイスト）

