図書館総合展フォーラム・スケジュール（11月7日〈火〉〜11月9日〈木〉）
常識をぶっ壊す新図書エリアから発信する
近大流広報戦略

変貌する台湾大学図書館の空間改造

講師：世耕石弘（学校法人近畿大学 総務部長）

講師：鄭 銘彰（国立台湾大学図書館 推広服務組組長）

海を越えた日本との交流と今後への期待

講師：田中浩也（慶應義塾大学 環境情報学部 教授）

岐路に立つ図書館 〜３つの視点から進化の方向を探る〜

15：30 〜 17：00

主催：ビブリオバトル普及委員会、活字文化推進会議

国立国会図書館共同フォーラム

予算や人手がなくても開催できる！
イベント企画実践講座

ビブリオバトル・シンポジウム2017

※国立国会図書館職員の方々に、事業紹介や昨今の動向についてお話しいただきます。
詳細が決まり次第、図書館総合展webサイトにてお知らせします。

〜アイデアが湧き出る簡単発想法の極意〜

ファシリテーター：北村志麻（図書館パートナーズ 代表）
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）

〜学生サポーターズと創る〈共読ライブラリー〉2ndステージ〜
登壇者：帝京大学メディアライブラリーセンター職員
：共読サポーターズ（帝京大学 学生）

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：EBSCO Information Services Japan 株式会社

リンクリゾルバと適切コピー：
オープンアクセス時代の課題解決に向けて

貴重な資料を眠らせない！
図書館における保存と利用促進

EBSCO Discovery Service
ユーザーフォーラム

講師：田中麻巳（立正大学図書館／古書資料館）
：青戸英夫（龍谷大学大宮図書館）
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

ベンダー・ユーザー・パートナーをつなぐ
パネリスト：汲田和久（朝日新聞社）

15：30 〜 17：00

図書館が変わる、次世代型図書館最前線の取組事例！ テクノロジーはどのように
〜複合施設としての、地域との共生・融合の取組事例をご紹介〜
研究方法に影響を及ぼすか

講師：榎本誠也（株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテイン
メント エンタテインメント・ラボ長）
：柳川 舞（Air Aroma Japan株式会社 代表取締役）

講師：吉成信夫（岐阜市立図書館 館長）
：田口新一（大崎市図書館 館長）

10：00 〜 11：30

〜オープン・サイエンス、ネットワーク・サイエンスから機械学習まで〜
講師：Dr. Anders Karlsson（Vice President, Global Strategic
Networks, Elsevier）

13：00 〜 14：30

雑誌論文利用環境改善の国際プロジェクトについて

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

共催：株式会社吉岡映像

今後の活用につなげる、フィルム救済方法

図書館のサイン計画はなぜ失敗するのか
−良い例・悪い例のVR脳内体験会−

講師：仁上幸治（図書館サービス計画研究所 代表）
司会：山下浩司（（株）ハコヤ 代表取締役）
サイン計画の理論、成功・失敗の分かれ道、
CG/VR投影、VRゴーグル装着体験など
展示ブース：62番（最新のVR機材体験会）

10：30 〜 12：00

「図書館総合展で美術館を語る」(仮)
登壇者：神代 浩（東京国立近代美術館長、図書館海援隊長） ほか

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

〈アクティブラーニング最前線〉
30 のパターンで読み解く新しいラーニングコモンズの姿
─利用者が生き生きと学ぶ図書館のデザイン─

講師：米澤 誠（京都大学附属図書館 事務部長）
司会：野末俊比古（青山学院大学教育人間科学部准教授）
ラーニングコモンズの啓発・普及の中心となってきた講師とともに、“学びの場”とし
ての図書館をいかにデザインすか、
「パターンランゲージ」を用いて紐解いていきます。
協力企業によるプレゼンテーションも好評です。

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

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会
第二回全国学生協働サミット
〜フォーラム＆交流会〜

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
利用者との協働を考えるすべての館種の皆さんのご参加をお待ち
しています！

地方創生レファレンス大賞 最終審査・授賞発表

主体的・対話的で深い学びと図書館を使った調べる学習

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

パネリスト：堀田龍也（東北大学大学院教授）
：蔵元和子（読書活動研究家）
：市川力（探究プロデューサー）
：優木まおみ（タレント）
コーディネーター：中谷日出（映像アートディレクター・
NHK解説委員）

審査委員長：大串夏身（元昭和女子大学特任教授）
審査委員：猪谷千香（文筆家/ジャーナリスト）
：糸賀雅児（元慶應義塾大学教授）
：竹内利明（武蔵野大学教養教育リサーチセンター 客員教授）
：永利和則（公益社団法人日本図書館協会理事／
前小郡市立図書館長）
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
協力：図書館総合展運営委員会

10：00 〜 11：30

15：30 〜 17：00

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

主催：日本電子図書館サービス

主催：株式会社メディアドゥ

学術情報流通の動向2017

LibrariE（ライブラリエ）がつくる
これからの電子図書館

電子図書館を活用した多文化サービス

講師：土屋 俊（大学改革支援・学位授与機構教授）

〜学校図書館、大学図書館、公共図書館

現場からのレポート〜

コーディネーター：湯浅俊彦（立命館大学文学部教授）
パネリスト：沖田綾子（日本体育大学柏高等学校・司書教諭）
：川崎安子（武庫川女子大学附属図書館・図書課長）
：志水千尋（明石市民図書館・館長）

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

ゲスト : Rakuten OverDrive責任者
ご協力 : 各電子図書館導入館
：湯浅俊彦（立命館大学文学部教授）
司会 : メディアドゥ

15：30 〜 17：00

主催：神奈川県図書館協会

主催：キハラ株式会社

主催：大学学習資源コンソーシアム

すべての人に資料を届けるために
〜知的障害者と図書館〜

製本実習「修理の基本」

著作権法改正後の教育現場における
著作物利用環境を展望する

基調講演：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）
司会：神奈川県図書館協会研修委員

10：00 〜 11：30

キハラ製本アドバイザー：川人 拓（キハラ株式会社）
：高尾 齋（キハラ株式会社）
※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。
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

13：00 〜 14：30

コーディネーター：竹内比呂也（大学学習資源コンソーシアム（CLR）
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）
講師・パネリスト：今村哲也（明治大学情報コミュニケーション学部・
准教授）
：瀬尾太一（日本複製権センター副理事長）
パネリスト：隅谷孝洋（広島大学情報メディア教育研究センター・
准教授）
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

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

主催：株式会社サンメディア

主催：ビブリオテカ・ジャパン株式会社

公共図書館員のノウハウ

集えディスカバラー

講師：長田由美（長崎市立図書館 総括責任者）
：河瀬裕子（くまもと森都心プラザ図書館 館長）
：呉屋美奈子（恩納村文化情報センター）
コーディネーター：日向良和（都留文科大学 准教授）

ビブリオテカ・ジャパン株式会社図書館における
無人運用について（海外事例紹介）

司会：馬淵沙織（株式会社サンメディア）
パネリスト：飯野勝則（佛教大学図書館 専門員）
：ほか調整中

主催：L-Crowd

書誌の未来：
クラウドソーシングで繋ぐ・溶かす（仮）
クラウドソーシングという仕組みを用いて不特定多数の人々の力を
借り、書誌割れ・誤同定を発見しようとする L-Crowdプロジェクト
の活動内容を報告するとともに、今後の方向性について議論を行う
パネリスト（予定）：池田光雪（千葉大学）
：福島幸宏（京都府立図書館）
：原田隆史（同志社大学）
：吉本龍司（株式会社カーリル）

〜メンターと探る新たなディスカバリーサービス〜

図書館における無人運用について（海外事例紹介）

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）
ビブリオテカ株式会社

13：00 〜 14：30

《図書館が変わる！未来の知的空間》

《図書館が変わる！未来の知的空間》

第1部「体験！知的エンタメ
学びのワークショップ『ワールドカフェ』」

第2部「講演とパネルディスカッション！
図書館が地域にもたらす未来の学びと知的空間づくり」

ファシリテーター：阪井和男（明治大学法学部教授、明治大学
サービス創新研究所 所長）
テーマ「住宅に”頭脳”を持たせる？スマートホームを考えよう」AFP通信（フランス
通信社）コンテンツ「The connected home」（英語日本語字幕付き）を使用します。
グローバルな学びへの興味関心、意識付けが得られ、アウトプットに参加することで、
知的興奮・知的好奇心・学習意欲の増進が得られます。

あらたな学修空間としての図書館

株式会社ブレインテック第32回ユーザー研究会

講師：加藤 潔（工学院大学図書館長）
：矢野裕司（寺田倉庫株式会社ドキュメントソリューション・
ストレージグループ）
司会：木村麻美子（株式会社キャリアパワー取締役本部長）

パネリスト：阪井和男（明治大学法学部教授、サービス創新研究所所長）
：野末俊比古（青山学院大学教育人間科学部 准教授）
：中村久哉（NPO法人Asuka Academy 事務局長）
：加来賢一（株式会社クリエイティヴ・リンク）
：福島正太（一般財団法人東京大学出版会）
：大城澄子（新宿区立戸山図書館長）
：中西佑介（新宿区立下落合図書館企画・広報担当）

※ブレインテック製品ユーザー限定
講演「キャリエール情報ライブラリーの10年〜観光系専門学校図書館の構想から現在まで〜」
講師：磯 勝己（学校法人大和学園 キャリエールホテル旅行専門学校 情報ライブラリー）
ユーザー事例発表：堀田智之（大阪弁護士会 総務課総合管理課 図書委員会担当事務局） ほか

13：00 〜 14：30

主催：株式会社講談社

主催：日本事務器株式会社

聴覚障がい者のために図書館が今できること

なぜ、今、
『大江健三郎全小説』を刊行するのか

ネオシリウス・ユーザー・フォーラム2017

ノーベル文学賞作家、ついにその全貌をあらわす！
本フォーラムでは聴覚に障がいのある方に焦点を当て、様々な
ゲストをお招きし，学習と参画をベースに議論を深めていきます。
講師：尾崎真理子（読売新聞編集委員）
・手話言語条例等の情報保障の枠組みについて（視聴覚障害者情報
対話進行：山口和人（講談社第五事業局）
提供施設関係者）
・図書館サービスの考え方について（公共図書館関係者）
・手話つきOPACガイダンス動画制作事例（十文字学園女子大学学生） 1957年に大学生として瞠目のデビューを果たして以来60年、その革新的なテーマと文

10：15 〜 12：15

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。
主な内容は以下のとおりです。
・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
・ユーザー活用事例発表
体で常に現代文学の最前線を走り続けてきた大江健三郎。青年の苦悩、政治と性、共生、 ・その他
※ユーザー様以外の図書館様も
神なき祈り、魂の救済── 。発表以来一度も書籍化されたことのなかった「政治少
参加可能です。
年死す」を含む入手困難な小説群を収録した全集決定版。長年、著者をインタビューし、
本全集の解説も担当する尾崎真理子氏が、大江文学の魅力をあますところなく語りま
す。

13：00 〜 14：30

主催：NPO法人キャンサーリボンズ

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

がんによる離職は、図書館がくい止める！

Library of the Year 2017

―行政・企業・NPOと連携した、新しい両立支援のこころみ―
本フォーラムでは、がん治療と仕事の両立をする上で役立つ医療情報
や社会保障制度をお伝えする他、治療しながら働く当事者と職場の体
験談から、両立支援に関する図書館の役割を一緒に考えます。
講演(1)「社会保険労務士による、がん治療と
仕事の両立に関する社会制度」
講演(2)「医師による、がん治療の最新情報」
パネルディスカッション
「がん治療と仕事の両立をめぐる当事者・職場の体験談から、
図書館の役割を考える」

〈最終選考会＿審査委員〉
●審査委員長（LoY2017選考委員長）
・山崎博樹（IRI理事）
●審査委員 ※以下、順不同
・平賀研也（県立長野図書館）
・猪谷千香（文筆家）
・井上昌彦（関西学院大学）
・豊田恭子（㈱バーソン・マーステラ）
・岡本真（アカデミック・リソース・ガイド株式会社）

主催：図書館総合展運営委員会
図書館員のための出版科学基礎講座
出版社と作家の経済学
登壇者：（調整中）

※このフォーラムは、図書館員となって日の浅い方々を主な対象と想定しています。
図書館にとって大きな部分をなしている書籍・雑誌というものがどのようにつくら
れているか、それを生み出す出版社とはどういう組織でどのように成り立っている
のかを学んでゆこうとするものです。

共催：図書館サービス向上委員会（りぶしる委員会）

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

公共図書館の障害者就労支援事業

電子図書館から考える！
情報アクセシビリティをめぐる最新動向

電子出版を活用した新たな公共図書館サービス

発表者：林 広文（長崎市市議会議員）
：小川さやか（長崎市立図書館 司書）
司会：長田由美（長崎市立図書館総括責任者）

報告：木達一仁（株式会社ミツエーリンクス取締役社長（CTO）
）
：植村 要（株式会社図書館総合研究所 特別顧問）
司会：盛田宏久（大日本印刷株式会社 hontoビジネス本部 部長）

コーディネーター：湯浅俊彦（立命館大学文学部教授）
パネリスト：平岡一仁（三田市立図書館 館長）
：福島幸宏（京都府立図書館 企画総務部 企画調整課）

障害者サービス、多文化サービス、児童サービス

13：00 〜 14：30

15：30 〜 17：00

主催：国立国会図書館

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：医書ジェーピー株式会社

利用者から学ぶ超高齢社会の図書館

医療系図書館のシェアード・ライブラリーの可能性

これからの医療情報と図書館の役割

協力：筑波大学 知的コミュニティ基盤研究センター

10：00 〜 11：30

13：00 〜 14：30

共催：NPO医学中央雑誌刊行会

・
「日野原先生と私と図書館と」
講師：中村清吾（昭和大学医学部乳腺外科教授、
昭和大学病院ブレストセンター長）

日野原重明先生は、生前、医学図書館の重要性を説いておられました。その愛弟
子である中村清吾先生も、医師としての人格形成のために、専門書に限らない幅
広い分野の読書の意義を語っておられます。日野原先生の教えや想い出などを交
えながら、中村先生に図書館に対する思いと期待をお話しいただくとともに、こ
れからの多岐にわたる医療情報を入手するうえでの図書館の役割についてご講演
いただきます。

・医書.jp 施設向け”新”電子ジャーナルサービスのご紹介
・医中誌Web 最新情報の紹介

15：30 〜 17：00

主催：シュプリンガー・ネイチャー

主催：図書館総合展運営委員会／専門図書館協議会

主催：株式会社メディアドゥ

シュプリンガー・ネイチャーの
研究者支援とその新たな展開

小さき図書館の挑戦〜多彩な試みから生まれる
専門図書館の魅力に触れよう！

電子図書館で取り組む地域創生

「SciGraph」を初めとした業界をリードする革新的な研究情報
ディスカバリーサービスと、論文執筆ワークショップ
「NATURE MASTERCLASSES」オンライン版のご紹介
基調講演：Michele Pasin（Lead data architect for Springer
Natureʼs Scigraph project）
プレゼンター：Tommy Yim（Institutional Partnerships Manager,
Academic and Government,
Springer Nature）

10：00 〜 11：30

講師：福地享子（特定非営利活動法人築地魚市場銀鱗会 編集・
図書部長／事務局長）
：大場由佳子（公益財団法人東京都公園協会 公園事業部
緑と水の市民カレッジ事務局 広報普及係長）
：平澤 昇（公益財団法人大宅壮一文庫 事務局次長）
進行：鈴木良雄（専門図書館協議会 事務局長）

13：00 〜 14：30

ゲスト：齊藤啓輔（北海道天塩町副町長）
司会：メディアドゥ

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

主催：一般財団法人森永エンゼル財団

主催：図書館総合展運営委員会

図書館と地域創造

グローバルとローカルをつなぐ対話・発信力の革新

書店の棚・図書館の棚

パネリスト：石黒慶一（国際ロータリー理事（2017-19）
）
：岡橋純子（聖心女子大学准教授）
：斎藤由佳子（食文化教育ベンチャー GEN代表）
司会：松田義幸（尚美学園大学名誉教授、
東京小石川ロータリークラブ 会長）

パネリスト：石黒慶一（国際ロータリー理事（2017-19）
）
：岡橋純子（聖心女子大学准教授）
：斎藤由佳子（食文化教育ベンチャー GEN代表）
司会：犬塚潤一郎（実践女子大学教授、図書館総合展運営委員）

登壇者：
（調整中）
書店員
出版社社員
図書館員

共催：一般財団法人森永エンゼル財団
協力：東京小石川ロータリークラブ

共催：図書館総合展運営委員会
協力：東京小石川ロータリークラブ

主催：神奈川県資料室研究会

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

グレートブックスで学ぶ世界遺産

異文化交流の学習拠点としての図書館経営

10：00 〜 11：30

『
〈インターネット〉の次に来るもの』を
読み解くために
講師：服部 桂（ジャーナリスト）
司会：柳 一美（株式会社日立製作所 研究開発グループ 図書室）

10：00 〜 11：30

主催：株式会社大入、明治学院歴史資料館
貴重資料を使っての図書館・資料館での教育
司会発表者：品川晃二（株式会社大入）
発表者：松岡良樹（明治学院歴史資料館）

13：00 〜 17：00

【第一部】講演
講師：鈴木哲也（京都大学学術出版会専務理事・編集長）
：加藤 諭 （東北大学史料館 准教授）
：岡 友美子（近畿大学アカデミックシアター事務室室長 兼 中央図書館事務部次長）
：矢吹命大（横浜国立大学研究推進機構特任教員（准教授）リサーチ・アドミニストレーター）
【第二部】事例紹介・パネルディスカッション
報告：上野友稔（電気通信大学学術情報課専門職員（学術情報サービス担当）
）
：出原陽子（広島市立大学附属図書館主幹）
パネリスト：講師および報告者
モデレータ：熊渕智行（東京大学附属図書館総務課長）

13：00 〜 14：30

主催：しながわTRC・ウーヴグループ
地域のプラットフォームとなる
「安心でやさしい図書館」づくり
パネリストファシリテーター基調講演：
呑海沙織（筑波大学図書館情報メディア系知的コミュニティ
基盤研究センター 教授）

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

主催：株式会社内田洋行

アーカイブ・フォーラム

ラーニング・コモンズ進化論
図書館のラーニング・コモンズの将来を考える

アーカイブに関する技術やサービスをご紹介するフォーラムです。

10：30 〜 12：00

主催：図書館総合展運営委員会

利用者の教え合いを育む図書館の未来

コラーニングを促進するファブラボの可能性とアーカイブの必要性
パネリスト：福島幸宏（京都府立図書館）
：渡辺ゆうか（ファブラボ鎌倉 代表、慶應義塾大学
環境情報学部 非常勤講師）
コーディネーター：Edward Masui（コラーニングフォーラム・
コアメンバー）

YooTube 図書館総合展チャンネルのご案内
図書館総合展

書店-出版社-図書館がともに本について考える場

大学図書館と学内協働 〜活動の可能性を広げるために〜

パワープレイス株式会社

13：00 〜 14：30

主催：株式会社有隣堂

慶應義塾大学×有隣堂
「読書と本の楽しさを伝える新しいツール」

パターンランゲージ手法を用いた慶應義塾大学SFC井庭研究室と
書店・有隣堂の 共同研究報告
対談：井庭 崇（慶應義塾大学総合政策学部 准教授）
：渡辺 泰（株式会社有隣堂 経営企画本部 社長室室長）

進行：日本事務器株式会社

15：30 〜 17：00

共催：図書館総合展運営委員会

コーディネーター：山崎 博樹（図書館サービス向上委員会 委員長）
事例紹介：前田美由紀（智頭町立図書館）
：青山志織（塩尻市立図書館）
：青野 萌（新潟市立中央図書館）

講師：赤塚 勝（東邦大学習志野メディアセンター）
：齊藤元彦（東邦大学習志野メディアセンター）
ご挨拶：小林廉直（国立国会図書館 関西館図書館協力課課長補佐）
：市川美智子（愛知医科大学総合学術情報センター）
報告：阿部健太郎（国立国会図書館 関西館図書館協力課
調査情報係 係長）
：佐藤正恵（千葉県済生会習志野病院図書室）
講師：小川敬之（九州保健福祉大学 保健科学部 教授）
司会：酒井由紀子（慶應義塾大学文学部准教授・
：溝上智恵子（筑波大学 図書館情報メディア研究科長、教授）
NPO法人日本医学図書館協会理事）
対談：舟田 彰（川崎市立宮前図書館）
：高齢利用者 2名
ファシリテーター：呑海沙織（筑波大学 図書館情報メディア系 教授）

15：30 〜 17：00

主催：日本事務器株式会社

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／編集工学機動隊ギア代表）

誰もがいきいきと暮らせるまち長崎を目指して

10：00 〜 11：30

事例紹介、意見交換会ほか

ファシリテーター：石川 敬史（十文字学園女子大学 准教授）
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市町村図書館と学校図書館の連携取組み

ソーシャル・イノベーションを起こす図書館へ

主催：図書館総合展運営委員会

―平成28年度国立国会図書館調査研究より―

13：00 〜 17：00

主催：株式会社ブレインテック

〜拡張書架としての外部倉庫の活用〜

11

図書館で地域が変わる、未来を拓く

主催：株式会社図書館流通センター

10：00 〜 11：30

15：30 〜 17：00

主催：新宿区 株式会社図書館流通センター 主催：新宿区 株式会社図書館流通センター

主催：株式会社キャリアパワー

※ゲスト情報など最新情報は随時公開予定
※手話通訳あり

展示会場内特設

展示会場内特設

主催：図書館総合展運営委員会

14：50 〜 16：30

主催：公益財団法人図書館振興財団

10：00 〜 11：30

︵Ｅ２０４︶

︵Ｅ２０４︶

講師：潮田峰雄（株式会社ニチマイ）
：吉岡博行（株式会社吉岡映像）

15：30 〜 17：00

主催：株式会社ハコヤ

10：00 〜 11：30

展示会場内特設

主催：株式会社ニチマイ

政府策定の第5期科学技術基本計画では、オープン・イノベーションとオープン・サ
イエンスが重視されています。オープン・サイエンスは研究者の日々の研究活動にど
の よ う に 影 響 を 及 ぼ し て い る で し ょ う か。情 報 分 析 企 業 で あ る エ ル ゼ ビ ア が、
ScienceDirectだけではなくネットワーク・サイエンスや機械学習のためのテクノロ
ジーを活用し、全ての研究者が新たな洞察を得ることができるような戦略的な取り組
みと、オープンアクセス、研究データ管理、機械学習の進歩について国内外の事例を
踏まえながらご説明します。

講師：南山宏之（株式会社アクサム代表取締役・
CEO ディレクター、
パネリスト：宮坂勝利（東京都瑞穂町図書館 館長兼郷土資料館管理者）
青山学院大学 非常勤講師）
：井上透（岐阜女子大学 デジタルアーカイブ研究所
特別ゲスト：菊池壮一（千代田区立日比谷図書文化館
所長・教授）
図書部門長）
：原田隆史（同志社大学大学院 総合政策科学研究科教授）
コーディネーター：高山正也（ライブラリー・アカデミー塾長、
司会：田山健二（TRC-ADEAC株式会社 代表取締役社長）
慶應義塾大学名誉教授、
（独）国立公文書館前館長）

主催：地方創生レファレンス大賞実行委員会

10：00 〜 11：30

第９会場

第９会場

主催：図書館総合展運営委員会

講師：土屋 俊（大学改革支援・学位授与機構教授） ほか

逐次通訳有

次世代図書館のブランディング

東京都瑞穂町の実践から垣間見る知の拠点としての図書館

15：30 〜 17：00

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

主催：株式会社図書館流通センター

︵Ｅ２０６︶

自然音と香りが創り出すやすらぎのひとときを図書館で

デジタルアーカイブで図書館は変わる

第８会場

居心地の良い空間づくり 「音と香りの時間」

〜新たな図書館建設の目的と中心市街地活性化に向けた取組をご紹介〜

主催：エルゼビア・ジャパン株式会社

︵Ｅ２０６︶

︵Ｅ２０６︶

主催：株式会社内田洋行

第８会場

第８会場

主催：株式会社図書館流通センター

毎日行きたくなる大和市の健康図書館「シリウス」〜
基調講演：大木 哲 （大和市長）
対談：大木 哲 （大和市長）
：川渕孝一（東京医科歯科大学教授）
：谷一文子（株式会社図書館流通センター代表取締役会長）

主催：株式会社図書館流通センター

10：00 〜 11：30

︵Ｅ２０５︶

10：00 〜 11：30

〜和古書を開架へ／デジタルアーカイブで世界につなぐ〜

〜図書館の枠を超えた

10：00 〜 11：30

︵Ｅ２０５︶

︵Ｅ２０５︶

講師：今野 穂（札幌医科大学附属総合情報センター）
：ユサコ株式会社

その訳とは…

主催：株式会社図書館流通センター、TRC-ADEAC株式会社

13：00 〜 14：30

※順不同。交渉中含む。ほか未定。
※詳細はwebサイトにて。

第７会場

主催：株式会社キャリアパワー

第７会場

第７会場

主催：ユサコ株式会社

1年間で300万人が足を運ぶ図書館！

15：30 〜 17：00

︵アネックスホール２０６︶

研究データ管理サービスの構築に向けて

講師：Robin Rice（Data Librarian, EDINA）
ファシリテーター：尾城孝一（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）
パネリスト：Robin Rice【調整中】
（Data Librarian, EDINA）
：青木学聡（京都大学 情報環境機構／ IT企画室 准教授）
：小賀坂康志（科学技術振興機構 知識基盤情報部 部長）
：西薗由依（鹿児島大学 学術情報部情報サービス課
情報調査支援係 係長）

講師：大向一輝（国立情報学研究所）
：片岡朋子（お茶の水女子大学）
：加藤文彦（国立情報学研究所）

10：00 〜 11：30

あなたもなれる「データライブラリアン」
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主催：株式会社図書館流通センター

13：00 〜 14：30

第６会場

「次世代リポジトリ」を考えよう（仮）

15：30 〜 17：00

主催：国立情報学研究所

11

10：00 〜 11：30

広瀬容子（
（株）ラピッヅワイド代表取締役）
茂出木理子（東京工業大学研究推進部情報図書館課長）
河合郁子（千代田区立千代田図書館企画チーフ）
仁上幸治（図書館サービス計画研究所代表）
ほか

︵アネックスホール２０５︶

13：00 〜 14：30

主催：国立情報学研究所

講師：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）

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）

【トサケンセミナー】
図書館員のイメージチェンジのための
スタイリング原論

第５会場

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）多様な人材が交流する図書館で未来を拓く

講師：小山憲司（中央大学文学部教授）
：井上賢一（丸善雄松堂株式会社 執行役員
兼 学術情報ソリューション事業部長）

月 日︵木︶

オープンサイエンスを支える学術情報サービス

〜図書館と「合理的配慮」の三段跳び〜

︵アネックスホール２０６︶

︵アネックスホール２０６︶

「次世代CiNii」の展望

講師：大木 哲（大和市長）
：神谷 学（安城市長）
司会：糸賀雅児（元慶應義塾大学教授）

第６会場

10：00 〜 11：30

主催：国立情報学研究所

【ハイパートーク】障害者とともに拓く
地域の未来図 Part２

︵アネックスホール２０５︶

講師：武久顕也（瀬戸内市長）
：嶋田 学（瀬戸内市民図書館もみわ広場館長）
：香山壽夫（香山壽夫建築研究所所長、
瀬戸内市民図書館設計者）
コーディネーター：岡本 真（アカデミック・リソース・ガイド株式会社
（ARG）代表取締役／プロデューサー）

「地方自治と図書館」

15：30 〜 17：00

主催：社会福祉法人埼玉福祉会

月 日︵水︶

第６会場

︵アネックスホール２０５︶

第6回首長フォーラム「瀬戸内市の図書館政策
−開館1周年を経ての回顧と展望」

13：00 〜 14：30

主催：図書館総合展運営委員会

ゲスト：船見康之（潮来市立図書館館長）
ご協力：今井良子（(株)PHP研究所 ライツ局電子事業部）
司会：メディアドゥ

第５会場

10：00 〜 11：30

主催：図書館総合展運営委員会

図書館の利用を促す電子書籍・IT活用法

講師：森ビル都市企画株式会社
：丸善雄松堂株式会社

諸課題のマッピングとこれからの図書館像

︵アネックスホール２０４︶

形だけの学生協働を超えるポイントはこれだ！
仲良しクラブで終わらせない！共読アスリート育成術

15：30 〜 17：00

主催：株式会社メディアドゥ

図書館が創る新しい学びのかたち

第４会場

共催：図書館総合展運営委員会

基調講演：岡野 裕行（皇學館大学文学部国文学科准教授／
ビブリオバトル普及委員会代表）
パネリスト：奥野 康作（株式会社ブックエース代表取締役社長）
：木下 通子（埼玉県立春日部女子高校主任司書）
：坪内 一（横浜市緑区こども家庭支援課学校連携・
こども担当課長）
：三浦一郎（姫路市立手柄小学校教諭）
コーディネーター：瀬部貴行（株式会社紀伊國屋書店／ビブリオバトル
普及委員会関東地区代表）

︵アネックスホール２０４︶

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）

第５会場

︵アネックスホール２０４︶

「○○をサポートする図書館の作り方」

13：00 〜 14：30

主催：帝京大学メディアライブラリーセンター

教育におけるビブリオバトルの活用を考える

第４会場

10：00 〜 11：30

主催：日経BP社

共催：図書館総合展運営委員会

市民交流と産業創造の拠点づくり
〜街づくりに活かした図書館及び書店とは〜

10：00 〜 11：30

主催：図書館サービス計画研究所（トサケン） 共催：図書館総合展運営委員会 主催：図書館と地域をむすぶ協議会

︵アネックスホール２０３︶

主催：図書館パートナーズ

︵アネックスホール２０３︶

第４会場

︵アネックスホール２０３︶

主催：図書館総合展運営委員会

1人でもアクティブラーニング!?

グループ学習だけじゃない！
図書館ができる支援とその評価方法を探る

主催：丸善雄松堂株式会社

第３会場

13：00 〜 14：30

第３会場

第３会場

10：00 〜 11：30

プログラム：
『今、ここからすべての場所へ― 図書館のクオリア』講師：茂木健一郎（脳科学者）
『図書館と自治体政策の再生』講師：宮脇 淳（北海道大学大学院法学研究科教授）
『図書館という「メディア」の可能性』講師：湯浅俊彦（立命館大学大学院文学研究科教授）

15：30 〜 17：00

共催：森ビル都市企画株式会社

︵アネックスホール２０２︶

障害者だって読みたいっ !!
マンガにラノベにエンタメ本

共催：株式会社図書館総合研究所

︵アネックスホール２０２︶

︵アネックスホール２０２︶

主催：株式会社図書館流通センター

13：00 〜 14：30

主催：丸善雄松堂株式会社

第２会場

13：00 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会

司会パネリスト：村木美紀（同志社女子大学学芸学部
情報メディア学科 准教授）
パネリスト：植村 要（株式会社図書館総合研究所 特別顧問）
：松岡章子（大阪市立中央図書館 利用サービス担当）
：加藤寛子（バリアフリー読書サークルYAクラブ 事務局長）

第２会場

10：00 〜 11：30

10：00 〜 11：30

主催：丸善雄松堂株式会社

︵アネックスホール２０１︶

メディアの編集と創造の見地から
図書館の役割を考える

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/
第１会場

主催：図書館総合展運営委員会

情報の収集と整理からアウトプットまでを支援する
場としての再定義

第２会場
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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︶

月 日︵火︶
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13：00 〜 14：30

第１会場

第１会場

10：00 〜 11：30

主催：丸善雄松堂株式会社

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/

※「library fair」で検索しても
高順位にはでてきません。

「LibraryFair」と「LibraryFair̲LIVE」の２つのチャンネルがあります。
「LibraryFair」では、過去の図書館総合展で開催されたフォーラム、地域
フォーラムの動画記録を視聴することができます（動画記録があって公開
許諾されたもののみです）。
また、「LibraryFair̲LIVE」では、「総合展ラジオ」（本紙オモテ面参照）を
聴くことができます。
是非、ご覧ください。

15：30 〜 17：00

主催：しながわTRC・ウーヴグループ
地域のプラットフォームとなる
「安心でやさしい図書館」づくり
パネリストファシリテーター基調講演：
呑海沙織（筑波大学図書館情報メディア系知的コミュニティ
基盤研究センター 教授）

15：30 〜 17：00

主催：一般財団法人森永エンゼル財団
「地球市民・地球社会」精神を育む
地域経営と図書館

1966年フィレンツェ・アルノ川の氾濫と泥の天使たち
パネリスト：石黒慶一（国際ロータリー理事（2017-19）
）
：岡橋純子（聖心女子大学准教授、元国連職員）
：斎藤由佳子（食文化教育ベンチャー GEN代表）
司会：松田義幸（尚美学園大学名誉教授、
東京小石川ロータリークラブ 会長）
：犬塚潤一郎（実践女子大学教授、図書館総合展運営委員）

共催：図書館総合展運営委員会
協力：東京小石川ロータリークラブ

15：30 〜 17：00

主催：図書館総合展運営委員会
Closing General Session
登壇者: 古川 康（衆議院議員）ほか

