
愛知大学 図書館情報学専攻 
家禰ゼミ
わくわくおたのしみブック

追手門学院大学図書館／
株式会社キャリアパワー
電子図書使ってますか？追手門
学院大学図書館

桜美林大学図書館読書運動プロジ
ェクト実行委員会
コロナ禍での読プロ活動をご紹
介します ■

大阪経済大学図書館

『古典籍展覧大入札会目録』の
データベースを作成しています

大阪産業大学

学生主体のオンライン運営企画
を行おう

大牟田市立図書館 「三池炭
鉱歴史資料デジタルアーカ
ほんだな係の活動のひとつであ
るPOP制作。学生たちがテー

公益財団法人大宅壮一文庫

雑誌の図書館大宅壮一文庫で
す！

NPO法人学校図書館実践活動研究
会
子どもの「豊かな学び」の実現
のために活動しています。

京都工芸繊維大学附属図書
館
附属図書館の活動と美術工芸資
料館との連係事業のご紹介

kumori

本 と 人 を つ な げ る し お り 
kumori

国立女性教育会館

SDGs目標5『ジェンダー平等』
を学ぼう 子供向け図書案内

サークル Libro1

■
サークル Libro2

■
埼玉県図書館協会「図書館と
県民のつどい埼玉」
作家の講演や様々なイベントを
オンライン開催で実施します！

三康図書館

書庫ＶＲ見学ツアーを7月に公
開！ポスターで詳しく解説！！

自 主 学 習 グ ル ー プ OMLIN学 び
隊（チームオンライン）

■
実践女子大学図書館, 日本出版学
会出版教育研究部会
2人の識者が世界の書店を語
る。 ■

城西大学水田記念図書館学生アド
バイザー
3年連続受賞中！今年のテーマ
は「職員VS学生アドバイザー」

一般社団法人 情報科学技術協会

確かな検索を身に付けよう！
「検索検定」のご紹介

湘北短期大学図書委員会

コロナ禍の中、オンラインと対
面のハイブリッドな活動をご紹

信州大学附属図書館中央図書館 ピ
アサポ＠Lib
初年次生の学びを支えるピアチ
ューターの活動を紹介します！

聖徳大学 文学部図書館情報コース 
片山ゼミ
電子書籍では代替できない資料

「布の絵本」提供の現状と課題

saveMLAKプロジェクト

「災害への『しなやかな強さ』
を持つMLAK機関をつくる」

多言語絵本の会RAINBOW

図書館へ、外国人からのメッセ
ージ集　多言語電子絵本の紹介

鶴見大学図書館

鶴見大学文学部ドキュメンテーシ
ョン学科 特別実習1

『古典籍展覧大入札会目録』の
データベースを作成しています ■

天理大学ライブラリー部

天理大学ライブラリー部です。 
活動制限中でも新しい活動形態 ■

東京・学校図書館スタンプラ
リー
東京・学校図書館スタンプラリ
ー～学校図書館をひらく～

東京大学アジア研究図書館

東 京 大 学 ア ジ ア 研 究 図 書 館
(2020年開館)の活動を紹介し

東南アジア逐次刊行物データベー
ス連携ネットワーク

■
TOKIWAゲーミフィケーション研
究会

■
「図書館に関わる私たち」

角筆（かくひつ）を知っていま
すか？角筆や角筆文献について ■

富山短期大学

■
ドルトン東京学園中等部・
高等部
≪つなぐ≫図書館～ドルトン東
京学園ラーニングコモンズ～

日本一の読書のまち推進課
（埼玉県三郷市）
オンラインでほぼ完結するイベ
ント　みさと秋の読書まつり

日本図書館協会 図書館の自由委員
会
図書館利用のプライバシー保護
について学ぼう！

ビジネス支援図書館推進協議会
1
h t tp : / /www .bus i ness -
library.jp/

ビジネス支援図書館推進協議会2

■
Project Next-L

■
文教大学越谷図書館学生協働サポ
ーターほんだな係
ほんだな係の活動のひとつであ
るPOP制作。学生たちがテー

防災専門図書館

★新作PR動画公開！★防災研
究の先駆者、●●先生が主演！

mani lab（京都女子大学 桂まに
子研究室）
司書の学びもオンライン：図書
館を知る・使う・考える

ミュージアムライブラリーの会
（JADS美術館図書室SIG）
ミュージアムライブラリー関係
者のゆるやかなネットワーク

みらいの司書会

みらいの図書館について、司書
になる私たちが考えます。

みんなで翻刻

■
明治薬科大学図書館

コロナ禍オリエンテーション
LMS活 用！ オ ン ラ イ ン 謎 解

山梨英和大学附属図書館

学生とともに創る図書館。
地域社会とつながる図書館。

横浜市立大学学術情報センター 学
生ライブラリスタッフ
大学図書館で活動するボランテ
ィア、通称・学生LSです！

LibrarianMap
名刺交換で、終わらない関係を。
国立大学図書館職員を対象に、
キャリアやネットワーク作りに

LINE BOOKUOKA

図書館でのLINE公式アカウン
トの活用についてご紹介！

りっとけん・DUALIS

コロナ禍による大学図書館サー
ビスの変化を分析・調査する。 ■

京都産業大学

■
公益財団法人野球殿堂博物館

■
埼玉県高校図書館フェスティバル
実行委員会

■

アカデミック・リソース・ガイド
株式会社(arg)
11月中下旬に特別企画実施予
定　詳細は弊社サイトでご確認

株式会社朝日新聞社

聞蔵Ⅱビジュアルが2022年春
に「朝日新聞クロスサーチ」へ

NPO医学中央雑誌刊行会

バージョンアップする「医中誌
Web」にご注目ください！

株式会社内田洋行

今年のテーマはwithコロナ、
afterコロナをみんなで考え

株式会社エイジス

プロにお任せ！蔵書点検が短期
間で完結します 。

株式会社ＳＩＣ

【フォーダッシュ】は新型コロ
ナウイルスに対する99.999％

EBSCO Information 
Services Japan （株）
あらゆるタイプの図書館と、そ
の活動を支える学術リソースを

エルゼビア・ジャパン株式
会社
研究出版と情報分析を牽引する

経師 大入

伝統技術による文化財の修復・
保存

オープンアクセスリポジトリ推進
協会（JPCOAR)

■
カーリル

図書館をもっと楽しく！
ゆるくつながる軽いしくみ。

かぞく英語研究所

100％英語で進行する英語おは
なし会「英語えほんライブ©」

株式会社KADOKAWA

■
神奈川県図書館協会

（神奈川県立図書館内）
公共、大学、専門と館種の異な
る図書館で活動しています

株式会社カルチャー・ジャ
パン
貴館の大切な書籍の保管・除菌
はJＣＣにお任せください

一般財団法人機械振興協会 BICラ
イブラリ
BICライブラリ案内港区図書館
グループ各館案内

株式会社 紀伊國屋書店

読み、学び、究めるひとと組織
を支援する

キハラ株式会社/キハラ・プリザ
ベーション株式会社
図書館総合展キハラ特設サイト
でお待ちしております。

株式会社キャリアパワー

大学図書館業務委託（人材総合
サービス）

京セラコミュニケーションシステ
ム株式会社
つながる・ひろがる・みつかる
～みんなのそばに図書館を～

株式会社クレディセイフ企業
情報
企業情報をサブスクリプショ
ン（見放題）で確認・取得でき

クワンタム・テクノロジー株式会
社
大学向け図書館システムのご紹
介。フォーラムも開催！

国際マイクロ写真工業社

資料保存と情報活用−図書閲覧
複写サービスお任せください！

独立行政法人国立印刷局

ってなんだろう。

国立がん研究センター がん対策情
報センター

「いつでも、どこでも、だれで
もが、がんの情報を得られる地

国立国会図書館

時空を超えて、知の宝庫へ

国立情報学研究所

「未来価値創成」を使命とする
国内唯一の学術総合研究所

株式会社サンメディア

学術情報サービスはサンメディ
アへ！フォーラムも開催します

スタティスタ・ジャパン株式会社

100万以上の統計データを提
供、世界で4,500の大学が採

公益社団法人全国学校図書
館協議会
教育のインフラ＝学校図書館を
学習・情報・読書センターに！

専門図書館協議会

■
タカヤ株式会社

蔵書点検、自動貸出、BDSゲー
ト、予約コーナーのIC機器販売

帝京大学メディアライブ
ラリーセンター
学生と社会をつなぐ新しい読書
のカタチを考えます！

株式会社東京光音

『視聴覚資料』の修復・復元・
デジタル化お手伝いいたします

図書館サービス向上委員会（りぶ
しる）

■
公益財団法人 図書館振興財団

より良い図書館事業を提案する
人を後押し

図書館スタッフ株式会社

図書館にまっすぐに。元気な図
書館作りを支援します。

株式会社図書館流通センター としょけっと
図書館がテーマの
同人誌即売会。
WEBリンク集にアクセス！

ナカバヤシ株式会社 
東京本社
カビ対策から引っ越しまで図書
館の課題解決

株式会社ニチマイ

長年のご愛顧に感謝、技術と信
頼のニチマイ

日本アスペクトコア株式会社

アウトソーシングで、叶える。

NPO法人日本医学図書館協会/
日本薬学図書館協議会
JMLA/JPLAは医学・薬学関
連領域の研究者を支援します！

日本事務器株式会社

日本事務器は、ICTサービスの
側面から、本とお客様がつなが

一般社団法人 日本電子出版協会

全国どの小中学校でも使える
「学校デジタル図書館」を国主

富士通Japan株式会社

■
株式会社ブレインテック

中小規模向け図書管理システム
「情報館」＆図書館情報サイト

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
東日本大震災から10年 災害ア
ーカイブのこれまでとこれから

株式会社ポニーキャニオン
読書支援サービスYourEy
スマホで本を撮影→読み上げ！
バリアフリー対策に！

株式会社ポプラ社

こどもたちにもっともっと「学
ぶ楽しさ」を届けたい～

丸善雄松堂株式会社

まなびのつながりを育むコミュ
ニティを創造します

みちねこチャンネル

学校図書館まるごと紹介。学校
司書さんもそうでない方も大歓

株式会社メディアドゥ

■
株式会社 有隣堂

明治42年の創業以来、神奈川
を中心に店舗を展開している書

横浜市教育委員会事務局

事業者様と連携した横浜市の読
書活動推進事例の紹介

読売新聞東京本社

新聞データベースの概要や使い
方のコツをご紹介します。

ラピッヅワイド

■
株式会社アール・ピー・アイ 　
地域元気研究所

■
人間文化研究機構国文学
研究資料館
古典籍の森へようこそ！豊富な
画像と教育用コンテンツあり〼

図書館とゲーム部

デジタルゲーム、ボードゲー
ム、TRPGなど、色々なゲー

大日本印刷株式会社

■
日本電子図書館サービス

読者、図書館、出版社、著者を
結ぶ新たな架け橋に ■

株式会社　I・TECソリュ
ーションズ
図書館コンシェルジュ Kebbi 
AIR（ ケ ビ ー エ ア ー） は

図書館総合展運営委員会
主催イベント

■

3)【指定なし？】
『古典籍展覧大入札会目録』の
データベースを作成しています
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イブ」

マごとに制作したPOPをご紹
介します！

介いたします。

に移行して頑張ってます！ ます。

考えてみたいと思います。 本校は開校３年目の中高一貫校
です。その校舎の中心にあるの
がラーニングコモンズです。こ
の３年間の取り組みや活動をご
紹介します！

2021リンク先をたどってみれ
ば　いつでもどこでも参加でき
ます　さらに今回は、毎月発行
し て い る「 き ら り　 き ら き
ら　読書だより」を１日１号掲
示する　きら読マラソンに挑
戦　

マごとに制作したPOPをご紹
介します！

き！

を！ 生まれ変わります！ る！

提供

のかぞく英語研究所（図書館開
催実績多数）

ます！ 域づくりの第一歩2021」

用。

ス！へ医学・薬学関連領域の図書館
の振興を図り，研究・調査・教
育へ寄与することを目的として
活動しています。医学・薬学関
連領域の図書館の振興を図り，
研究・調査・教育へ寄与するこ
とを目的として活動していま
す。

ることを支援するとともに、図
書館コミュニティを盛り上げ、
そして日本の読書環境をより良
くしたいと考えています。

導でつくりましょう

Jcross ー 自然災害情報室

es

迎！ 店です。

ムと図書館を繋げます！

NUWA ROBOTICS社が開発
したコミュニケーションロボッ
トです。12箇所の可動部とデ
ィスプレイで多彩な表情やジェ
スチャーによるコミュニケーシ
ョンを実現します。

相当の不活化効果があることを
確認されています　※一般財団
法人日本繊維製品品質技術セン
ター神戸試験センターにて確
認　　【カビから図書館を救い
ま　～カビの除去→カビの発生
を抑制→その後年間を通してカ
ビ の 発 育 状 況 を 確 認・ 報 告
～　施工後のアフターフォロー
体制が整った【SICHER図書
館除菌システム】を提供します
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タイトルやURL タイトルやURL

凡例 凡例

アーツアンドクラフツ

朗読ワークショップ

■

IRI知的資源イニシアティブ

良い図書館を良いと言う

を実施します。選りすぐりの先進

的事例から大賞機関を決定しま

す。

今年もLibrary of the Year 2021最終選考会

株式会社朝日新聞社

聞蔵Ⅱビジュアルが生まれ変わります！

「聞蔵Ⅱビジュアル」が、2022

年春に「朝日新聞クロスサーチ」

へフルモデルチェンジの予定で

1998年のサービス開始から進化を続けてきた

あすなろ書房1

■

あすなろ書房2

■
株式会社I・TECソリューショ

図書館中に幸せを呼ぶロボット誕生！！

アー）はNUWA ROBOTICS社

が開発したコミュニケーションロ

ボットです。12箇所の可動部と

図書館コンシェルジュ Kebbi AIR（ケビーエ

株式会社紀伊國屋書店

図書館向け電子書籍セミナー開催！

電子図書館のセミナーを複数開催

します。詳細はブースページで続

報しますので、ぜひご注目下さ

大学・公共・学校図書館を対象に、電子書籍・

京都産業大学

■

神戸大学出版会

美しい未来をつくるひとのための15の

■

人間文化研究機構国文学研究資

デジタル画像を教育に活用する

をテーマに第7回日本語の歴史的

典籍国際研究集会をオンライン開

催します。奮ってご参加ください

2021年11月11日(木)「歴史的典籍と教育」

実践女子大学図書館、日本出版

「海外の書店について語る」

■
2人の識者が世界の書店を語る。

樹村房1

●書名

■

樹村房2

●書名

晶文社

すごいぞ！ はたらく知財

■

saveMLAK

■
大日本印刷株式会社

■

タカヤ株式会社

IC機器のご紹介

■
IC機器の使用用途に関してご紹介いたします。

国立女性教育会館

読み合い、薦め合い、評し合う！

■等々、共読サポーターズの学生と

職員が「共読ライブラリー」10

年間の魅力満載のイベントをお届

フォーラム、ビブリオバトル、ワークショップ

東京書籍

著作権ハンドブック 先生、勝手にコピ

■

図書館とゲーム部

図書館にゲームを導入しよう！

■色々なゲームと図書館を繋げま

す！

デジタルゲーム、ボードゲーム、TRPGなど、

「図書館に関わる私たち」

角筆（かくひつ）を知っていますか？

■えていきます。

昨年に引き続き、角筆（かくひつ）について考

日本事務器株式会社

ネオシリウスシリーズの特徴をご紹介♪

■立した業務機能！　②誰でも直感

的に操作可能なOPACで図書館

の情報発信力アップ！　③無償バ

①きめ細かなデータ管理と業務効率の追求を両

日本電子図書館サービス

電子図書館「ライブラリエ」の現状

向などをご紹介する予定です。

電子図書館「ライブラリエ」に関わる最新の動

ビジネス支援図書館推進協議会

500名以上が受講した講習の成果は？

■開催の有用性と今後への期待」

「ビジネスライブラリアン講習会－オンライン

saveMLAKプロジェクト

図書館海援隊フォーラム2021

■１１月１７日（水）　〇岐阜県図

書館（１５時～１６時３０分） 

〇鹿児島県鹿屋市立東原小学校図

ビジネス支援図書館ヴァーチャルツアー第２弾 

Bib-1グランプリ（ビブリオバ

東西で雌雄を決する書評バトル！

します。ビブリオバトルの東西対

抗戦を通じて、本との出会いを楽

しみませんか？

今年度より新企画「Bib-1グランプリ」を開始

公益財団法人野球殿堂博物館

野球のことなら、野球殿堂博物館図書室

資料を所蔵する私立の専門図書館

です。野球殿堂博物館図書室は図

書や雑誌、スポーツ新聞を所蔵し

野球を中心にスポーツに関する約50,000点の

愛知大学 図書館情報学専攻 家

わくわくおたのしみブック

■わくおたのしみブックを開催しま

した。

豊橋市の「子ども未来館　ここにこ」で、わく

NPO医学中央雑誌刊行会

「医中誌Web」バージョンアップ情報

機能の追加を行います。画面をご

覧いただきながら詳しくご紹介い

たします。

UIの変更や日本語によるPubMed検索等の新

株式会社内田洋行

コロナ下の課題解決を具体的にご提案！

■実現する当社は、コロナと共生し

つつも学校、大学、公共図書館の

課題解決のヒントをご紹介しま

働き方変革、学び方変革、場と街づくり変革を

株式会社エイジス

『ゆとりの時間でサービス向上』

を実施。不明本の抽出やデータ集

計まで短期間で完結。本の引っ越

しやデータ更新もご相談下さい。 

実地棚卸のプロがノウハウを活かして蔵書点検

株式会社ＳＩＣ

【カビから本を救います】

シュ】を用いた、本の除菌サービ

スです。新型コロナウイルスの不

活化効果も確認されています。

カビの不活化効果を有する除菌剤【フォーダッ

EBSCO Japan（株）

図書館の未来を拓く

ーム FOLIO の他、SSO 認証管

理ツール、図書館データ分析ツー

ルなど、弊社のSaaS製品につい

オープンソースの図書館サービスプラットフォ

エルゼビア・ジャパン株式会社

SDGs達成を支援する大学図書館

推進における大学図書館の貢献」

をテーマにオンラインセッショ

ン！要申込。

専門家、実務家を迎えて「SDGs教育・研究

大阪産業大学

今、学生自ら行っていくこと

■
学生が行動を開始し、やり遂げていく

かぞく英語研究所

「英語おはなし会」ならお任せください

「かぞく英語研究所」。英語おはな

し会の企画・実施「英語よみきか

せリーダー養成講座」、地域で活

楽しい英語おはなし会「英語えほんライブ」の

NPO法人学校図書館実践活動研

子どもに豊かな学びを

■涯学習関係者と子ども健全育成を

願う個人や団体と共に子どもの

「豊かな学び」の研究や研修会の

私たちは、広く一般市民、学校教育関係者、生

一般財団法人機械振興協会 BIC

BICライブラリは10周年！

済研究所図書館共催講演会／情報

ナビゲーター交流会／（仮）専門

図書館のコレクション案内

10周年記念講演／ BICライブラリ・アジア経

株式会社キャリアパワー

京都女子大学図書館バーチャルツアー

館。「知恵の蔵」「交流の床」二つ

のゾーンからなる滞在型の図書館

を、オンラインでご案内します

2018年に新しく誕生した京都女子大学の図書

京セラコミュニケーションシステム株式会社

図書館×DX＝新しい図書館のカタチ

氏、オトバンク 久保田裕也氏を

お招きしフォーラムを開催します

ので、是非ご参加ください

いわた書店 岩田徹氏、慶應義塾大学 福島幸宏

クワンタム・テクノロジー株式

図書館システム「CueLIB」ご紹介

業務に対応する「ALL IN ONE」

型の大学・研究所図書館向けのシ

ステムです。

図書館システム「CueLIB」は、幅広い図書館

国立がん研究センター がん対策

持続可能な「連携」を考える

ップ「いつでも、どこでも、だれ

でもが、がんの情報を得られる地

域づくりの第一歩2021」

図書館＆がん相談支援センター連携ワークショ

国立国会図書館

フォーラム「デジタルシフトの先に」

俊哉・東京大学大学院情報学環教

授を迎えてフォーラムを開催しま

す（オンライン）。

国立国会図書館の新ビジョンをテーマに、吉見

国立情報学研究所

多様化する学術情報と図書館

が課題となる中で、大学図書館が

どのように対応するか、NIIの提

供するサービスを軸に考えます。

学術情報が多様化し、「研究データ」への対応

三康図書館

三康図書館ＶＲ書庫見学の魅力に迫る！

段は立ち入ることのできない書庫

の巡り方、蔵書資料の魅力につい

て徹底解説！

書庫ＶＲ見学ツアーを7月に公開しました！普

株式会社サンメディア

最新の図書館や図書館システムについて

ーラムを開催いたします。詳細は

サンメディアのブースをご覧くだ

さい。

最新の図書館や図書館システムについてのフォ

一般社団法人 情報科学技術協会

検索を学んで授業や仕事に活かそう！

「検索検定3級」試験－試験の概

要と勉強の仕方についてご説明し

ます。

情報検索の基本的なリテラシー能力を検定する

スタティスタ・ジャパン株式会社

世界の統計データをワンストップで

No.1の 統 計 デ ー タ ベ ー ス

Statista。利用シーンに合わせた

データの活用方法をデモを交えて

世界4,500の大学に採用された、グローバル

公益社団法人全国学校図書館協

資料情報･ICT活用教育と学校図書館

１人一台配備が進む今、ICTを活

用した授業実践を支えるインフラ

としての学校図書館について考え

GIGAスクール構想でPCやタブレット端末が

多言語絵本の会RAINBOW

座談会「多文化サービスについて」

す。　b.多言語電子絵本の可能

性と、国際交流協会などとの連携

を考えます。

a.図書館について、外国人からの意見を聞きま

東京・学校図書館スタンプラリ

中高生と作家が語り合う！

作家を招いたイベントを開催。今

年の作家は伊吹有喜先生！　中高

生と先生が作品について語り合い

「東京・学校図書館スタンプラリー」が今年も

株式会社東京光音

未来へ遺すためあきらめない『志』

デジタル化の現場について、解説

動画を常時公開いたします。是非

ご覧ください。

視聴覚資料の劣化のメカニズムや対策、修復・

東南アジア逐次刊行物データベ

コロナ禍の内外図書館の活動をご紹介

における最新動向として、アウト

プットとなるデータベース及び連

携する各国図書館を紹介する。

東南アジア大陸部少数民族に対象を広げた活動

図書館サービス向上委員会（り

りぶしる

館」「図書館のICT化」を予定し

ています。詳細はHPでご案内し

ます。皆さまのご参加をお待ちし

今年もフォーラムを開催します！「学校図書

としょけっと

図書館がテーマの同人誌と出会う場

年は図書館がテーマ、関連作品へ

の情報リンク集をHPで1 ヵ月間

公開。毎週更新予定！

図書館をたのしみたい人向け同人誌即売会。今

ナカバヤシ株式会社 東京本社

好評のセミナーとテーマ別相談会

最新版や、製本工場との連携企

画、個別相談会など盛りだくさん

で皆様の課題を解決します。

毎度ご好評いただいているカビ対策セミナーの

株式会社ニチマイ

大好評！オンラインフォーラム開催

禍のアメリカと米国国立公文書

館】の２つのイベントを開催しま

す。ご参加お待ちしております。

【フィルムの健康診断をしませんか？】【コロナ

日本アスペクトコア株式会社

「伝統」と「変革」。

ライブラリーサービス事業は20

周年！　「伝統」と「変革」をテ

ーマに３つのイベントを実施

図書館とともに次のステージへ！

NPO法人日本医学図書館協会/
日本薬学図書館協議会

プレプリントをめぐる動向について

医薬生物学分野を中心に取り上げ

ます。

講師：同志社大学　佐藤 翔 氏

日本一の読書のまち推進課（埼

オンラインでほぼ完結するイベント　み

参加できます

さらに今回は、毎月発行している

「きらり　きらきら　読書だより」

リンク先をたどってみれば　いつでもどこでも

一般社団法人 日本電子出版協会

つくろう！「学校デジタル図書館」

書館」を国主導でつくりましょ

う。実現のためには、皆さんの賛

同が大きな力になります。

全国どの小中学校でも使える「学校デジタル図

日本図書館協会 図書館の自由委

図書館利用のプライバシーを守ろう

用のプライバシー保護ガイドライ

ン」（日本図書協会2019）をわ

かりやすく読み解く

「デジタルネットワーク環境における図書館利

ビジネス支援図書館推進協議会

500名以上が受講した講習の成果は？

■開催の有用性と今後への期待」

前回受講生による生の声が聞けま

す。興味がある方は是非。

「ビジネスライブラリアン講習会－オンライン

富士通Japan株式会社

知のエントランスからナビゲーターへ

■化を踏まえ、図書館様の未来の発

展に寄与する最新ソリューション

と最新事例をご紹介いたします。

コロナ禍の中、急速に進展する社会のデジタル

株式会社ブレインテック

視聴型も参加型も。イベント多数開催！

プレイス相談会、可愛く汎用的な

広報ツール「ライブラリー・ナ

ビ」体験WS等。サテライト会場

図書館システム導入のポイント解説、導入&リ

文教大学越谷図書館学生協働サ

きんぐ王国のPOP紹介

学生たちがテーマごとに制作した

POPをご紹介します！

ほんだな係の活動のひとつであるPOP制作。

国立研究開発法人 防災科学技術

【災害と図書館2021】東日本大震災

これまでとこれから｣ ★フォーラ

ム★災害アーカイブの10年★

HOW TO 災害アーカイブ

｢東日本大震災から10年 ～災害アーカイブの

株式会社ポニーキャニオン

■

株式会社ポプラ社

～公共図書館と学校図書館の連携～

マを掲げ、魅力的な４つのイベン

トをご用意しております。皆様の

ご来場心よりお待ちしております

『公共図書館と学校図書館の連携』というテー

mani lab（京都女子大学 桂ま

■

丸善雄松堂株式会社

「まなび」のつながりを育む場の創造

発、そしてまなびの「場」の創造

と提供に関するセミナー・フォー

ラムを開催します。

古書・稀覯書から電子書籍に至るコンテンツ開

みちねこチャンネル

学校図書館関連イベントまるごと紹介！

同日11/3に読書のワークショッ

プ、11/20、11/23にもイベント

あります！

11/3「みちねこチャンネル！」を始めとして、

株式会社 有隣堂

「本の楽しみ方カード」初お披露目！

書 支 援 ツ ー ル「Life with 

Reading」の子ども版「本の楽

しみ方カード」を発表、併せて事

(株)有隣堂と慶應義塾大学で共同開発した読

横浜市教育委員会事務局

連携いただける事業者様などを募集中！

バリアフリー」につながる取組を

進めており、協力いただける事業

者様などを募集しています！

横浜市では、子どもや大人の読書活動や「読書

読売新聞東京本社

「ヨミダス歴史館」って何？ 

ータベースの活用事例のほか、豊

富な地域版をご覧になれます。

明治から現代まで145年分の読売新聞記事デ

LibrarianMap 

ワークを通じてキャリア形成につ

いて考えます。新人・若手職員の

方、奮ってご参加ください。

国立大学図書館職員を対象に、講演やグループ

りっとけん・DUALIS

コロナ禍の大学図書館サービスの変遷

■ているサービスのコロナ禍による

変遷と、コロナ禍で登場した新た

なサービスを分析・調査する。

立命館大学と同志社大学の大学図書館で行われ
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す。

ンズ

はなし

料館

!!

学会出版教育研究部会

け！

ーしちゃダメ！

ージョンアップで常に最新のネオシリウスを！ 書館（１８時３０分～２０時）

トル普及委員会）

す。蔵書の一部はOPACで検索できま

す。また、野球資料に関するのレファレ

ンスも受け付けています。

ており、資料はどなたでも閲覧、複写ができま

禰ゼミ

す。

てご案内。

を行っています。英語サービスの

お悩み、ぜひお気軽にご相談くだ

さい！

躍するボランティアの育成講座、選書講座など

究会

の学ぶことや読書の楽しさを味わ

ってもらうことを目的にしていま

す。

開催、実践活動、啓発活動を行い、子どもたち

ライブラリ 会社 情報センター

ご紹介いたします。

議会

ます。

ー

ます。

ース連携ネットワーク ぶしる）

ています。

日本薬学図書館協議会 玉県三郷市）

さと秋の読書まつり2021

を１日１号掲示する　きら読マラソンに挑戦

員会

1

も有

ポーターほんだな係 研究所 総合防災情報センター 
自然災害情報室

に子研究室）

例報告、ワークショップを予定しています。
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