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全国の図書館が、司書ひとり一人が 会場 になる！図書館に関するすべてが集まる！

図書館とともにすすめるまち
・ 教育・ 教育
・ ・情報の未来
図書館とともにすすめるまち
教育
・ 情報の未来
第 23 回 図書館とともにすすめるまち
会期：2021 年 11 月 1 日（月）〜30 日（火）
・ 情報の未来
図書館とともにすすめるまち
・ 教育 ・ 情報の未来

ONLINE plus

ONLINE
ONLINEplus
plus

ONLINE plus

形式：オンライン上のイベント・展示および各地の小会場
主催：図書館総合展運営委員会
（サテライト）での会場開催
後援：総務省・経済産業省・
参加・視聴：無料（アカウント登録でみられるコンテンツが増えます）
文部科学省ほか
（右より一覧）
カルチャー・ジャパン
企画・運営：
図書館総合展公式ウェブサイト
Twitterアカウント：@libraryfair / Facebookページ：図書館総合展
https://www.libraryfair.jp/
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求めて、オンライン形式
での開催としております。
と し つ つ、「 対 面 な ら
ではのコミュニケーショ
ン を 」「 現 物 を 前 に し て
こその感覚を」との要請
を う け、「 少 人 数 の 集 ま
ることが可能な条件の整
った場所」をサテライト
会場として設定し、会場
開催も行うこととしまし
た。会場開催については、
コロナ感染拡大防止を最
優先とし、政府・行政の
判断にしたがい、その如

★総合展ラジオ（YouTubeLIVE）
出展者、登壇者、裏方スタッフなどを
ゲストに、図書館総合展企画の見どこ
ろから図書館界の裏側までお聴かせす
るガイド企画。図書館総合展は初めて、
という方はもちろん、図書館界が初め
てという方にもおすすめです。
LIVE 中継を聞き逃した方にはアーカ
イブ公開もあります。
Twitterハッシュタグ：#そうごうてん

※ YouTube チャンネルの登録も
よろしくお願いいたします！

◇ウェブサイトの構成

ブ会議システム等をつう ●ほか
ログイン後にＴｏｐ画
じて視聴・参加します。
今年は「ポスターセッ 面の上の方に表示される
本展ウェブサイト（こ ットや連絡にすぐ対応で ション」出展者もイベン ［ 参 加 証 発 行 ］ は、 勤 務
中視聴される方、視聴を
何で催しを中止またはオ の頁の上段に記しました きる「在席中」の出展団 ト開催に積極的です。
研修扱いにしたい方など
ンライン移行とすること ＵＲＬよりご覧いただけ 体が上のほうに表示され
のリクエストに応じて設
●特集ぺージ
を前提としたうえでの実 ま す ） の コ ン テ ン ツ は、 ます。
各ページでは、展示の ［ナビゲーション］のタ 置しています。
施です。
「展示ページ」
「イベント
またＴｏｐペー ジ最 下
（紹介）ページ」
「特集ペ ほかウェブによる相談・ ブ下にある特集ページは
◆開
 催の意義と基本方針 ージ」の３種からなりま 各種体験など様々な方式 おおきく二種あります。 にあるリンクから過 去開
ひとつは文 字通りの特 催の［アーカイブ］コンテ
本 展 運 営 委 員 会 で は、 す。画面越しに見るオン で、活動やサービス、商
このような開催方式の変 ライン会場は、リアル会 品のことをおしらせ、発 集。昨年大好評をいただ ンツをご覧いただけます。
きました「見 学 会 ＯＮ
更を、やむなきもの、緊 場のように会場全体を一 表しています。
ＬＩＮＥ」のほか、会 場 【 併 催 】 ア ー ト ミ ュ ー ジ
急措置とは考えず、図書 望できないので、検索窓
館界の発展的な変化に寄 のほか各所にインデック ●イベント（紹介）ページ 開 催である「サテライト アム・アンヌアーレ


アートミュージアム・
イベントページは、会 会 場 」についてのお知ら
与できる機会だと捉えて スページをできるだけ多
場開催でいうと「フォー せ、 ガ イ ド と一緒 に サ イ アンヌアーレとして、美
おり、左記の各項を基本 く設けました。
ラ ム 」 に あ た る も の で、 ト 内 を め ぐ り「 中 の 人 」 術館に関わる人々が館種
方針に定め、運営してお
●展示ページ
［ イ ベ ン ト ］ タ ブ の 下 に とも直接お話しする「 ブ や立場を超えて、新たな
ります。
展示ページは、会場開 各イベントの開催情報が ースツア ー・ステ イ ショ つながりを生み出す場を
創りました。
催でいうと
「展示ブース」 並びます（昨年は会期中 ン」など。
みなさまのご参加をお
今ひとつは、どこに何
「 ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン 」 に三〇〇余）
。会期中は
にあたるもので、一般出 ［開催カレンダー］
［本日 があるかわかりにくいと 待ちしております。よろ
展約七〇団体、ポスター のイベント］が表示され いう方のための、キーワ しくお願いいたします。 
セ ッ シ ョ ン 約 六 〇 団 体 るので、予定を立てたり、 ードごとのコンテンツが
 （ＡＭＡ実行委員会）
を、［ブース］
［ポスター］ 時間があいた時の視聴に わ か る「 タ グ ク ラ ウ ド 」
「 新 着・ 急 遽 出 展 一 覧 」
の各々のタブからたどれ ご利用ください。
ます。
イベントはページ内に などです。
各タブ下トップページ 動画の埋め込まれたもの
にある画像インデックス もありますが、ウェブ会
はランダム表示で、ペー 議・講演、ＬＩＶＥ中継
ジ開くごとまたリロード が多くあります。これら
すると表示順が変わりま の Ｌ Ｉ Ｖ Ｅ イ ベ ン ト は、
す。また会期中は、チャ ページより申込み、ウェ

〈第 23 回開催方針〉
❶昨 年よりもさらに時間・距離・立場の制約
を越えてゆくこと！これまでご来場いただ
けなかった館種・地方・業務・分野の方々
にご参加いただけるよう努めます。
❷ま たそうした方々とこれまでご参加いただ
いてきた皆さまとの情報交流を盛んにする
こと！そこに生じる価値を、皆さまに実感
していただけるよう努めます。
❸新 しい方法や考え方を試してみる場、失敗
してもいい場、発表してみる場！その環境
を整えます。
❹出 展・来場・企画の皆さまにとっての、オ
ンラインの可能性追究と、リアルでするこ
との価値再認識、またその融合 = ハイブリ
ッドの価値発見をめざします。
❺な により昂揚すること、愉しくあること！
それを通じて難局に対する〈免疫力〉をつ
けましょう。

図書館総合展オンライン
（プラス）について

◆図書館総合展とは
上の来場者を集めて開催
本展は、図書館関係で してきましたが、昨年は
は国内最大のトレードシ コロナ感染拡大の影響を
ョーであると同時に図書 受け、全コンテンツをオ
館界最大級の交流イベン ンライン提供する開催と
トとしてご好評をいただ しました。初の形式でし
いております。館種をま たが、出展・参加・企画
たいで図書館関係者が一 の各々の皆様のご理解と
堂に会しコミュニケーシ ご協力により、オンライ
ョンを深めることができ ン化ならではの価値を追
る場は他になく、また企 求し、皆様より良い機会
業や機関、研究者や学生 を得たとの評価と結果を
など立場の異なる参加者 得ました。とりわけ会場
が多数集まり発表するた 開催ではなかなか来場の
め、図書館関連のトレン 叶 わ な か っ た 遠 方 の
ドを一気に把握するには 方々、学校図書館の方々、
最適のイベントとして認 一人職場の方々にも多く
知をいただいております。 ご参加いただき、本展中
昨今、図書館の役割に の各コンテンツや議論も
対して様々な期待が寄せ より厚みのあるものとな
られているのを受け、図 りました。
書館の枠を超えた多方面
の分野からも来場者・出 ◆今回
 は「オンライン＋
展者を増やしています。
会場開催」
今年も、一方では先行
きのみえないコロナ情況
に対応し、また他方、社
会 の デ ジ タ ル・ シ フ ト、
リモート化を存分に活か
すコンベンションの形を

◆オン
 ライン開催につい
て
本展は例年毎秋、パシ
フィコ横浜を会場に 日
間の会期、のべ 万人以

◆図書館総合展 _ONLINE_plus の参加方法
①本展へのご来場は〈無料〉、どなたでもご参加いただけます。
②ただログイン前後で見えるコンテンツが変わりま
すので──ログイン後のほうが多くのコンテンツ
が見られます──、図書館総合展アカウントへの
ご登録をおすすめします。
③「 どこからみたらいいか見当もつかな
い」という方は、まずは「ナビゲーシ
ョン」のページへ。

「キー
「みたいトピックだけが決まっている」という方は、
ワード一覧」へ。

LIVE イベントはな
「ちょうど時間があいたし、今やってる
いかな？」という方は、
「イベントページ」の上の方、「本
日のイベント」へ。
④各 インデックスページの掲載順は、表示する毎のランダム
表示です。スマホ利用で、スクロールするのが面倒だとい
う方はリロードを。（コンテンツが多いのです）
⑤出 展は本紙発行後も増え、またイベン
トは予定されたものほか随時増えてゆ
きます。新規出展の一覧をのぞいてみ
てください。
⑥各 イベントには、事前の参加申込が必要なものと不要なも
のがございます。各紹介ページをご覧ください。
⑦各イベント参加に際しましては、
（イベント主催者ごとでは
なく）運営委員会事務局より「第 23 回図書館総合展 _ONLINE_plus」参加証明書を自動発行しておりま
。ご入用の方は、ログイン後、
す（事前・事後）
特設ウェブサイト上よりお申込みください。
⑧各 イベントには「LIVE のみ」
「LIVE のちアーカイブ公開」
「録画公開」などがあります。公開許諾等々の関係で、アー
カイブ公開がなくなる場合、期間限定となる場合もありま
すので、できれば早いうちに、生放送のうちにご覧くださ
い。
⑨“壇上とフロア”“展示ブースと来場者”の差がフラットに
なるのが ONLINE 開催の特長です。イベントではぜひ、積
極的に発言してください。出展団体への質問やウェブ会議
参加もぜひ積極的に。
⑩会 期は 1 カ月のロングラン。観て参加して「私も発表した
い」「ウチのも出展したい」となったら、迷わず企画参加や
出展を申込みましょう。
⑪運 営委員会では、出展・来場・登壇のすべての方が、様々
な「新しい様式≒ウェブツール」を経験し、慣れていただ
くことを、開催方針に掲げております。
「うまく観られない」
「使えない」等々、ご遠慮なくご相談ください。
⑫パ ソコンでの視聴を前提とする企画もあります。また古い
環境では観られないものもありますので、視聴環境を整え
ておきましょう。不安な方は、事前に各主催者にご確認を。
⑬本 展内各企画についての著作権ほか知的財産権は、各企画
の主催者（出展各社・運営委員会）に属するもので、その
権利は法令によって保護されています。肖像権等について
も同様です。報道・引用にあたって法令を遵守してくださ
い。
⑭メ ディア取材につきましては、運営委員会事務局までご一
報ください。
⑮今 回の開催は、会場までの交通費はかかりませんが、通信
コストがかかってしまいます。Wifi 環境、有線環境でのご視
聴をおすすめします。

★図書館総合展メールマガジン★
本展情報のほか、企画への
参加案内、図書館関連イベ
ント情報などをお送りして
います。
（ほぼ週刊）
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企業出展・非営利団体出展一覧
企業出展だけでなく学術機関・自治体・図書館・NPO 等、様々な団体にご出展いただいております。各団体の開催するイベントについては
pp.4-5 をご覧ください。
アカデミック・リソース・ガイド 株式会社朝日新聞社
株式会社 (arg)

NPO 医学中央雑誌刊行会

株式会社内田洋行

株式会社エイジス

会期後半に特別企画実
施予定。詳細は弊社サイトで。

聞蔵Ⅱビジュアルが 2022 年春
に「朝日新聞クロスサーチ」へ

バージョンアップする「医中誌
Web」にご注目ください！

今 年 の テ ー マ は with コ ロ ナ、
afterコロナをみんなで考える！

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

EBSCO Information
Services Japan（株）

エルゼビア・ジャパン株式
会社

経師 大入

オープンアクセスリポジトリ
推進協会（JPCOAR)

あらゆるタイプの図書館と、
その活動をサポートします。

研究出版と情報分析を牽引する

伝統技術による文化財の修復・
保存

オープンアクセスを推進するコ
ミュニティです。

カーリル

かぞく英語研究所

株式会社 KADOKAWA

図書館をもっと楽しく！
ゆるくつながる軽いしくみ。

100％英語で進行する英語おは
なし会「英語えほんライブ ©」

一般財団法人機械振興協会
BIC ライブラリ

株式会社 紀伊國屋書店

キハラ株式会社 / キハラ・プリザ 株式会社キャリアパワー
ベーション株式会社

京セラコミュニケーションシステ
ム株式会社

BIC ライブラリ案内
港区図書館グループ各館案内

読み、学び、究めるひとと組織
を支援する

図書館総合展キハラ特設サイト
でお待ちしております。

大学図書館業務委託（人材総合
サービス）

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

クワンタム・テクノロジー株式会 国際マイクロ写真工業社
社

独立行政法人国立印刷局

国立がん研究センター
がん対策研究所

企業情報をサブスクリプショ
ン（見放題）で確認・取得できる

大学向け図書館システムのご紹
介。フォーラムも開催！

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！

国立国会図書館

国立情報学研究所

株式会社サンメディア

スタティスタ・ジャパン株式会社 （公社）全国学校図書館協議会

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

世界で 4,500 の大学が採用

カビから本を救います
【SICHER 図書館除菌システム】

時空を超えて、知の宝庫へ

「未来価値創成」を使命とする
国内唯一の学術総合研究所

専門図書館協議会
「 せ ん と き ょ う 」 は、
資料・情報部門に携わ
る人の強い味方！

公益財団法人 図書館振興財団

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

ってなんだろう。

株式会社東京光音

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 J ＣＣにお任せください

図書館＆がん相談支援センター
連携ワークショップ

教育のインフラ＝学校図書館を
学習・情報・読書センターに！

タカヤ株式会社

帝京大学メディアライブラリー
センター

蔵書点検、自動貸出、BDS ゲー
ト、予約コーナーの IC 機器販売

学生と社会をつなぐ
新しい読書のカタチを考えます

図書館スタッフ株式会社

株式会社図書館流通センター

としょけっと

ナカバヤシ株式会社

図書館がテーマの
同人誌即売会。
WEB リンク集にアクセス！

カビ対策・電子化・新館移転＋
注目！カメレオンコード活用術

一般社団法人 日本電子出版協会

『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）
図書館の情報共有と課題解決を
支援します。

より良い図書館事業を
提案する人を後押し

図書館にまっすぐに。元気な図
書館作りを支援します。

TRC、“これからの図書館”を
考える。

株式会社ニチマイ

日本アスペクトコア株式会社

NPO 法人日本医学図書館協会 /
日本薬学図書館協議会

日本事務器株式会社

長年のご愛顧に感謝、技術と信
頼のニチマイ

アウトソーシングで、叶える。

JMLA/JPLA は医学・薬学関
連領域の研究者を支援します！

多岐にわたる大学図書館業務を
トータルにサポートします。

富士通 Japan 株式会社

株式会社ブレインテック

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

株式会社ポプラ社

図書館の発展に寄与するソリュ
ーションと事例をご紹介します

図書管理シス
テム「情報館」
＆「Jcross」

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

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

みちねこチャンネル

株式会社メディアドゥ

株式会社 有隣堂

横浜市教育委員会

まなびのつながりを育むコミュ
ニティを創造します

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歓迎

電子図書館へのお問合わせは
QRコードからご連絡ください！

神奈川を中心に店舗を展開して
いる書店です。

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

株式会社アール・ピー・アイ
地域元気研究所

国文学研究資料館

図書館とゲーム部

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。

図書館から広がる地域づくり
を！全国基準の指標をご提供。

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

ゲームと図書館を繋げます！

全国どの小中学校でも使える
「学校デジタル図書館」

大日本印刷株式会社

日本電子図書館サービス

株式会社 I・TEC ソリュ
ーションズ

図書館総合展運営委員会

宮城県の図書館

これからの図書館やまなびのつ
ながりを DX でお手伝いします

読者、図書館、出版社、著者を
結ぶ新たな架け橋に

図 書 貸 出 ロ ボ ッ ト「 ケ ビ ー」
は、多彩な能力の持ち主です！

運営委員会主催企画は
こちらから。

★復興館動画公開！★復興状況
や震災アーカイブもあります！

「図書館」( 仮称 )リ・デザイン実行 株式会社エデュプレス
委員会
株式会社デルフィーノケア
2050 年のビジョンに向け
て、対話し動き続ける

and more

図書館職員のためのウイルス対
策フォーラム開催します！

注目！本紙に掲載のまにあわなかった

新着出展・急遽出展、
新プログラムはこちらから。

◆全国の災害アーカイブ実施図書館
〜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〜

「良い図書館を良いと言う」という至極ま

を機にあらためて注目されました。その

会期は 1 カ月間のロングラン
展示・イベントをみていて「ウチも
出てみようか」という方はこちらを。

その２
「Library of the Year 2021」

最終審査・授賞発表」

る被災・防災資料のアーカイブは大震災

まだ間に合います！

◆図書館の世界の外から観に来られる方へ

その１
「第 7 回図書館レファレンス大賞

今年 2021 年は東日本大震災から 10 年
目にあたります。振返れば図書館におけ

そして

◆図書館の世界の外から観に来られる方へ

後の 10 年間にも、たびたび様々な災害が
起こりましたが、そこでは確かに「あそ
この記録をもとに備えをしていた」「あの
資料が復旧・復興に役立った」というお
声を聴いたのです。

「レファレンスサービス」と言われて何の

っとうな選考方針、また 2006 年から回を重

ことだか思い当たりますか？…「たんなる本

ねているということ、何度かノミネートを重

の貸出」ではない図書館の主要なサービスで

ねた上での受賞があるという事実が、この企

あり役割である「レファレンスサービス」を

画の性質を表しています。

より多くの人に知っていただくため、また図

そう、図書館には“より良い”在りようが

書館のレファレンスサービスの質の向上を期

あり、“さらなる良さ”へアップデートしよ

して、すぐれた事例を顕彰するのがこの大賞

うという思いがある、ということです。

です。

アーカイブ機関として災害の記録を集
め、保存し、公開する姿は、被災してい
ない図書館にもきっと役立つと、私たち
は考えます。

「レファレンスサービスという用語は初耳

他のセクターから図書館計画に入って来ら
れた方、図書館の世界に入って来ようという

だ」という方に見ていただきたいです。

方に、ぜひ観ていただきたいです。

●大賞の概要はこちらから→

●賞の概要はこちらから→

● 11 月 8 日開催の最終審査会

● 11 月 26 日開催の最終選考会

※こ の企画は、図書館総合展運営委員会
と国立研究開発法人防災科学技術
研究所が協力して行っています。



・授賞式についてはこちらから→

についてはこちらから→
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ポスターセッション出展一覧
ポスターセッションは、図書館・NPO・研究者・学生さんなどを中心にワンテーマの展示を行っています。“本当のポスター”を PDF で展示
しているところと、web ページで表現しているところがあります。一部は、サテライト会場（p.6）で現物を展示します。
愛知大学図書館情報学専攻
家禰ゼミ

追手門学院大学図書館／
株式会社キャリアパワー

桜美林大学図書館読書運動プロジ 大阪経済大学図書館
ェクト実行委員会

大阪産業大学

わくわくおたのしみブック

電子図書使ってますか？追手門
学院大学図書館

コロナ下での読プロ活動をご紹
介します

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 公益財団法人大宅壮一文庫
資料デジタルアーカイブ」
日本の近代化支えた世界遺産！
「炭都」の歩みをウェブ史料で

雑誌の図書館大宅壮一文庫で
す！

ビブリオバトルの 10 年間を振
り返る

NPO 法人学校図書館実践活動研究 京都工芸繊維大学附属図書館
会

kumori

子どもの「豊かな学び」の実現
のために活動しています。

本と人をつなげるしおり
kumori

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

国立女性教育会館

サークル Libro

埼玉県図書館協会「図書館と県民 三康図書館
のつどい埼玉」

SDGs 目標 5『ジェンダー平等』
を学ぼう子供向け図書案内

Libro の活動紹介

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！

書庫ＶＲ見学ツアーを 7 月に公
開！ポスターで詳しく解説！！

一般社団法人情報科学技術協会

湘北短期大学図書委員会

自 主 学 習 グ ル ー プ OMLIN 学 び 実践女子大学図書館 , 日本出版学 城西大学水田記念図書館
隊（チームオンライン）
会出版教育研究部会
学生アドバイザー
今年はレファレンスに関するイ
ベントを開催します！

2人の識者が世界の書店を語
る。

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」

確かな検索を身に付
けよう！
「検索検定」のご紹介

コロナ禍中のオンラインと対面
のハイブリッドな活動をご紹介

信州大学附属図書館中央図書館 ピ 聖徳大学 文学部図書館情報コース saveMLAK プロジェクト
アサポ＠ Lib
片山ゼミ

多言語絵本の会 RAINBOW

鶴見大学図書館

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！

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

コロナに負けない図書館

東京大学アジア研究図書館

東南アジア逐次刊行物データベー
ス連携ネットワーク

東京大学アジア研究図書館の活
動を紹介します。

コロナ禍の内外図書館の活動を
ご紹介します

ドルトン東京学園中等部・
高等部

日本一の読書のまち推進課
（埼玉県三郷市）

≪つなぐ≫図書館～ドルトン東
京学園ラーニングコモンズ～

オンラインでほぼ完結のイベン
ト みさと秋の読書まつり

ProjectNext-L

文教大学越谷図書館学生協働サポ
ーターほんだな係

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

鶴見大学文学部ドキュメンテーシ 天理大学ライブラリー部
ョン学科特別実習 1

「災害への『しなやかな強さ』
を持つ MLAK 機関をつくる」

東京・学校図書館スタンプラリー

『古典籍展覧大入札会目録』のデータベ 活動方針を変え、オンライン上での活 東京の学校図書館を見よ
ースを作成しています
動を研究しています！
う！知ろう！楽しもう！

TOKIWA ゲーミフィケーション
研究会
ゲーム形式の図書館ガイダンス
「Libardry フォーム」の紹介。

「図書館に関わる私たち」

富山短期大学（図書館司書課程）

角筆（かくひつ）を知っていますか？ 司書課程担当教員のゼミ活動を
角筆や角筆文献について考えてみたい
中心に取り組みを紹介します。

日本図書館協会 図書館の自由委員 ビジネス支援図書館推進協議会
会
1
図書館利用のプライバシー保護
について学ぼう！

私たちは、公共図書館が地域経
済の発展に寄与すると考えます

学生たちがテーマごとに制作し
た POP をご紹介します！

防災専門図書館

mani lab（京都女子大学 桂まに ミュージアムライブラリーの会
子研究室）
（JADS 美術館図書室 SIG）

みらいの司書会

★新作 PR 動画公開！★防災研
究の先駆者、●●先生が主演！

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関係
者のゆるやかなネットワーク

みらいの図書館について、司書
になる私たちが考えます。

明治薬科大学図書館

山梨英和大学附属図書館

横浜市立大学学術情報センター 学 LibrarianMap - 国立大学図書館 LINEBOOKUOKA
生ライブラリスタッフ
協会東京地区協会

コロナ禍オリエンテーション
LMS 活用オンライン謎解き

学生とともに創る図書館。
地域社会とつながる図書館。

大学図書館で活動するボランテ
ィア、通称・学生 LS です！

国立大学図書館職員のネットワ
ーク形成を目指しています。

りっとけん・DUALIS

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 都留文科大学図書館
実行委員会
サークル Libropass

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。

野球のことなら、野球殿堂博物
館図書室

神戸市外国語大学学術情報センタ やわらか図書館学
ー

北九州の図書館・ミラクル
図書隊（九州）

みんなで翻刻

図書館での LINE 公式アカウン
トの活用についてご紹介！

学内でのビブリオバトルや図書
館 PR のお手伝いをしています。

andmore

北九州市及び周辺地域の図書館
活動を紹介。図書館ツーリズム

◆オープニングセッション
「 第 23 回 図 書 館 総 合 展 _online_plus」の見どころを出展企
業各社のライトニングトークに
よりみなさまにお届けします。
図書館総合展をこよなく愛する
スペシャルゲストの参加も予定
しております。ブースやイベン
トに参加する前に必見です！！
詳しくはイベントぺージをご
参照ください。
●日時：11 月 1 日（月）
13：00 ～ 14：30

【会期前10 月開催】
図書館総合展 2021 連続フォーラム
第 4 回フォーラム in 三康図書館
10 月 22 日（金）に公益財団三康文化研究
所附属三康図書館、一般財団法人機械振興協
会 BIC ライブラリを拠点会場に今年 4 回目の
連続フォーラムを開催いたします。専門図書
館を取り上げた内容ですがどの館種の方にご
参加いただいても大変参考になる内容です。
また、今回「イベントの作り方＿オンライン
編」を開催いたします。
オンラインイベント作成に興味がある方は
是非ご参加ください。
☆ご参加ご希望の方は HP をご参照ください。
●日
 時：10 月22日（金）13：30 ～ 17：30
----〈2021 年度連続フォーラム開催実績〉
5 月 21 日（金）・6 月 20 日（日）連続フォー
ラム第 1 回 < スタート回 >
6 月 26 日（土）・6 月 27 日（日）連続フォー
ラム第 2 回フォーラム in 酒田
8 月 28 日（土）連続フォーラム第 3
回フォーラム in 追手門学院

学生＆初心者のため
のブースツアー
全面オンラインにな
った昨年の図書館総合
展から1年。ご好 評 頂
いておりました図書館
総合展の出展者展示ブ
ースを、スペシャリス
トとともに訪問するブ
ースツアーが、オンラ
イン対応版に模様替え
して帰って参りました！
一人で飛びこむに
は、ちょっとだけハー
ドルが高いブースのオ
ンライン訪問を、集団
かつスペシャリストの
引率付きで、参加して
みませんか。図書館総
合展はあなたの第一歩
を全力で応
援します！

◆今年も開催します！
「第 6 回全国学生協働サミット」
〜利用者と協働する図書館へ〜
全国の大学図書館において協働して活動する学生・教職員が一堂に会し
ます。オンライン開催ですので、交通費も宿泊費も不要です。
「他の図書館がどんな取り組みをしているかを知りたい」「ラーニングコ
モンズをもっと活用するアイディアがほしい」「来年のサミットはこんな
ことをやってほしい」「学生協働をこれから立ち上げたいので情報がほし
い」などなど、あらゆる学生・教職員の皆さんの参加を歓迎いたします。
大学図書館に限らず、“利用者との協働”に関心のあるすべての皆さんに
ヒントを提供できるものと思います。
参加者同士が意見交換できる場も用意しています。「意見を言うのはち
ょっと苦手」
「初参加なので、どんな感じか様子見で」「当館は学生協働は
まだやっていない」「大学図書館じゃないんだけど」という皆さんも気軽
に参加いただけますので、ご心配なく。また、今年は、オンラインの利点
を活かしたコラボレーション企画も計画しています。
ご期待ください。
●フォーラム＆ワークショップ…11 月 19 日（金）に開催予定です。学生
も教職員も参加しやすいように遅めの時間帯に設定予定です。学生協働
の今後について一緒に考えましょう！
●ミニポスターとショートビデオ…図書館総合展のウェブサイトで公開し
ます。各大学の活動をぜひご覧ください。
●さらに…ほかにも学生・教職員からなる実行委員会に
おいて企画準備を進めています。参加方法などについ
ては、図書館総合展ウェブサイトをご確認ください。

初めての方、図書館についてはこれからという方は、こちらから
本展は、大学図書館・公共図書館・専門図書館・学校図書館の各館種がそろい、図書館関連
企業から研究機関、ＮＰＯ、学生さん、個人までと出展の幅がひろく、扱うテーマも計画・運
用・システム・資料（紙の書籍からデジタルコンテンツまで） 等々多様です。
図書館についてはこれから、という方はぜひこちらよりご覧ください。

◇キーワード一覧からさがす（ナビゲーションより）
出展者が各コンテンツに付したキーワードがここに集まっています。
キ ーワードから関連イベント・展示をさがすのにご利用いただけるほか、この一覧全体が、
図書館界の今年のトレンドを表しています。

◇ナビゲーション
ページ上部のタブからみられるナビゲーションには、特集やガイドを集めています。
図書館情報学を専門とする先生方といっしょに出展を巡回するＺｏｏｍ見学ツアーもご用意
しました。

◇アーカイブ公開（Top ページ最下より）
本展では、関係各方面より許諾のあるものに
関し、昨年またそれ以前の開催について、動
画や展示をアーカイブとして公開しています。
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・イベント一覧については、web サイト上方［イベント］枠からご覧いただけます（本日のイベント開催情報もこちらから。）
・会期中、新たなイベントが追加されてゆきます。こちらよりご確認ください。

愛知大学図書館情報学専攻
わくわくおたのしみブック
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

株式会社内田洋行

株式会社エイジス

コロナ下の課題解決を具体的にご提案！ 『ゆとりの時間でサービス向上』

株式会社ＳＩＣ
【カビから本を救います】

UI の変更や日本語による PubMed 検索等の新

働き方変革、
学び方変革、
場と街づくり変革を実

実地棚卸のプロがノウハウを活かして蔵書点検

カビの不活化効果を有する除菌剤【フォーダッ

機能の追加を行います。画面をご

現する当社は、
コロナと共生しつつ

を実施。不明本の抽出やデータ集

シュ】を用いた、本の除菌サービ

覧いただきながら詳しくご紹介い

も学校、大学、公共図書館の課題

計まで短期間で完結。本の引っ越

スです。新型コロナウイルスの不

たします。

解決のヒントをご紹介します。

しやデータ更新もご相談下さい。

活化効果も確認されています。

EBSCOJapan（株）

エルゼビア・ジャパン株式会社

大阪産業大学図書館クラブプロジェクト かぞく英語研究所

NPO 学校図書館実践活動研究会

図書館の未来を拓く

SDGs 達成を支援する大学図書館

今、学生自ら行っていくこと

子どもに豊かな学びを

オープンソースの図書館サービスプラットフォ

専門家、実務家を迎えて「SDGs 教育・研究

学生が行動を開始し、やり遂げていく

ーム FOLIO の他、弊社の SaaS

推進における大学図書館の貢献と

「かぞく英語研究所」。英語おはな

涯学習関係者と子ども健全育成を願う個人や団

製品についてご案内します。

は」をテーマにオンラインセッシ

し会の企画・実施「英語よみきか

体と共に子どもの「豊かな学び」の研究や研修

ョン！要申込。

せリーダー養成講座」など

会開催、実践活動、啓発活動を行う。

わくおたのしみブックを開催しました。

「英語おはなし会」ならお任せください
楽しい英語おはなし会「英語えほんライブ」の

私たちは、広く一般市民、学校教育関係者、生

機械振興協会 BIC ライブラリ

株式会社キャリアパワー

京セラコミュニケーションシステム株式会社 クワンタム・テクノロジー（株） 国立がん研究センターがん対策研究所

BIC ライブラリは 10 周年！

京都女子大学図書館バーチャルツアー

図書館× DX ＝新しい図書館のカタチ

図書館システム「CueLIB」ご紹介

持続可能な「連携」を考える

10 周年記念講演／ BIC ライブラリ・アジア経

2018 年に新しく誕生した京都女子大学の図書

いわた書店 岩田徹氏、慶應義塾大学 福島幸宏

図書館システム「CueLIB」は、幅広い図書館

11 月 13 日 13 時より、持続可能な「連携」を

済研究所図書館共催講演会／情報

館。「知恵の蔵」「交流の床」二つ

氏、オトバンク 久保田裕也氏を

業務に対応する「ALL IN ONE」

考えるをテーマに、図書館＆がん

ナビゲーター交流会／（仮）専門

のゾーンからなる滞在型の図書館

お招きしフォーラムを開催します

型の大学・研究所図書館向けのシ

相談支援センター連携ワークショ

図書館のコレクション案内

を、オンラインでご案内します

ので、是非ご参加ください

ステムです。

ップをオンライン開催します。

国立国会図書館

国立情報学研究所

三康図書館

株式会社サンメディア

専門図書館協議会

フォーラム「デジタルシフトの先に」

多様化する学術情報と図書館

三康図書館ＶＲ書庫見学の魅力に迫る！ 最新の図書館や図書館システムについて 専門図書館の今がわかる！

国立国会図書館の新ビジョンをテーマに、吉見

学術情報が多様化し、
「研究データ」への対応

書庫ＶＲ見学ツアーを 7 月に公開しました！普

最新の図書館や図書館システムについてのフォ

今年もオンラインイベントを開催。知っている

俊哉・東京大学大学院情報学環教

が課題となる中で、大学図書館が

段は立ち入ることのできない書庫

ーラムを開催いたします。詳細は

ようで知らない専門図書館の世界

授を迎えてフォーラムを開催しま

どのように対応するか、NII の提

の巡り方、蔵書資料の魅力につい

サンメディアのブースをご覧くだ

をご紹介します。会員以外も参加

す（オンライン）
。

供するサービスを軸に考えます。

て徹底解説！

さい。

できる研修事業のご紹介も。

スタティスタ・ジャパン株式会社 （公社）全国学校図書館協議会

多言語絵本の会 RAINBOW

東京・学校図書館スタンプラリー 株式会社東京光音

世界の統計データをワンストップで

資料・情報・ICT 活用教育と学校図書館

座談会「多文化サービスについて」

読書と学びを支える学校図書館

未来へ遺すためあきらめない『志』

世界 4,500 の大学に採用された、グローバル

GIGA スクール構想で PC やタブレットの１人

a. 図書館について、外国人からの意見を聞きま

東京の学校図書館をまるごと紹介。バーチャル

視聴覚資料の劣化のメカニズムや対策、修復・

No.1 の 統 計 デ ー タ ベ ー ス

一台配備が進む今、ICT を活用し

す。

学校図書館見学もあります。作家

デジタル化の現場について、解説

Statista。データの活用方法をデ

た授業実践を支えるインフラ＝学

性と、国際交流協会などとの連携

講演会のゲストは伊吹有喜先生。

動画を常時公開いたします。是非

モを交えてご紹介いたします。

校図書館について考えます。

を考えます。

中高生との対話を中継します！

ご覧ください。

東南アジア遂次刊行物データべ―ス 図書館サービス向上委員会

としょけっと

ナカバヤシ株式会社

株式会社ニチマイ

コロナ禍の内外図書館の活動をご紹介

図書館がテーマの同人誌と出会う場

りぶしるフォーラム

b. 多言語電子絵本の可能

【好評】カビ対策＆【初】製本工場見学

大好評！オンラインフォーラム開催

東南アジア大陸部少数民族に対象を広げた活動 「これからの学校図書館と公共図書館」
「図書館

図書館をたのしみたい人向け同人誌即売会。今

毎度ご好評いただいているカビ対策セミナーの 【フィルムの健康診断をしませんか？】【コロナ

における最新動向として、アウト

の ICT 化の課題を語りつくす」を

年は図書館がテーマ、関連作品へ

最新版や、製本工場との連携企

禍のアメリカと公文書館】の２つ

プットとなるデータベース及び連

予定しています。詳細は HP でご

の情報リンク集を HP で 1 ヵ月間

画、個別相談会など盛りだくさん

のイベントを開催します。ご参加

携する各国図書館を紹介する。

案内します。

公開。更新あり！

で皆様の課題を解決します。

お待ちしております。

日本アスペクトコア株式会社

NPO 法人日本医学図書館協会 /
日本薬学図書館協議会

日本一の読書のまち推進課

一般社団法人日本電子出版協会 日本図書館協会

オンライン講演会の裏側全部見せます

つくろう！「学校デジタル図書館」

「伝統」と「変革」。
図書館とともに次のステージへ！

プレプリントをめぐる動向について

笑い涙感動のドタバタ HM ドキュメント（多分） 全国どの小中学校でも使える「学校デジタル図 「デジタルネットワーク環境における図書館利

ライブラリーサービス事業は 20

講師：同志社大学

探検家高橋大輔氏の完全オンライ

書館」を国主導でつくりましょ

用のプライバシー保護ガイドライ

周年！ 「伝統」と「変革」をテ

医薬生物学分野を中心に取り上げ

ン講演会裏側見せます。デジタル

う。実現のためには、皆さんの賛

ン 」（ 日 本 図 書 協 会 2019） を わ

ーマに３つのイベントを実施

ます。

素人でできるのか。お楽しみに

同が大きな力になります。

かりやすく読み解く

ビジネス支援図書館推進協議会 富士通 Japan 株式会社

株式会社ブレインテック

500 名以上が受講した講習の成果は？

知のエントランスからナビゲーターへ

視聴型も参加型も。イベント多数開催！

文教大学越谷図書館学生協働サ 防災科学技術研究所 自然災害情報室
ポーターほんだな係

「ビジネスライブラリアン講習会−オンライン

佐藤翔氏

図書館利用のプライバシーを守ろう

きんぐ王国の POP 紹介

【災害と図書館 2021】東日本大震災

コロナ禍の中、急速に進展する社会のデジタル

図書館システム導入のポイント解説、導入 & リ

開催の有用性と今後への期待」

化を踏まえ、図書館様の未来の発

プレイス相談会、汎用的な広報ツ

ほんだな係の活動のひとつである

これまでとこれから｣ ★フォーラ

前回受講生による生の声が聞けま

展に寄与する最新ソリューション

ール「ライブラリー・ナビ」体験

POP 制作。学生たちがテーマごと

ム ★ 災 害 ア ー カ イ ブ の 10 年 ★

す。興味がある方は是非。

と最新事例をご紹介いたします。

WS 等。サテライト会場も有。

に制作したPOPをご紹介します！

HOWTO災害アーカイブ

株式会社ポプラ社

manilab（京都女子大学）

丸善雄松堂株式会社

みちねこチャンネル

～公共図書館と学校図書館の連携～

司書の学びを図書館 PR に活かす！

『公共図書館と学校図書館の連携』というテー

「まなび」のつながりを育む場の創造

｢東日本大震災から 10 年 ～災害アーカイブの

学校図書館関連イベントまるごと紹介！

地域図書館紹介動画、オープンデータの二次利

古書・稀覯書から電子書籍に至るコンテンツ開

11/3 学校図書館イベント紹介番組「みちねこ

マを掲げ、魅力的な４つのイベン

用提案、チャットレファレンスな

発、そしてまなびの「場」の創造

チャンネル！」、11/3「点検読書」

トをご用意しております。皆様の

ど。大学生の学びの成果をオンラ

と提供に関するセミナー・フォー

ワークショップ、11/20、11/23

ご来場心よりお待ちしております

インで共有します。

ラムを開催します。

にも役立つイベントあります！

横浜市教育委員会

読売新聞東京本社

LibrarianMap

りっとけん・DUALIS

連携いただける事業者様などを募集中！ 「ヨミダス歴史館」って何？

名刺交換で、終わらない関係を。

コロナ禍の大学図書館サービスの変遷

子供向け読書支援ツール「本の楽しみ方カー

横浜市では、子どもや大人の読書活動や「読書

明治から現代まで 145 年分の読売新聞記事デ

国立大学図書館職員を対象に、キャリアやネッ

立命館大学と同志社大学の大学図書館で行われ

ド」を発表します。また、活用事

バリアフリー」につながる取組を

ータベースの活用事例のほか、豊

トワーク作りについて考えるイベ

ているサービスのコロナ禍による変遷と、コロ

例紹介とワークショップも予定し

進めており、協力いただける事業

富な地域版をご紹介するセミナー

ントを企画中です。詳細はＱＲコ

ナ禍で登場した新たなサービスを分析・調査す

ています。

者様などを募集しています！

です。

ードからご覧ください！

る。

(c) 図書館フリーウェイ

株式会社有隣堂
「本の楽しみ方カード」初お披露目！

第 23 回図書館総合展 _ONLINE-plus 開催案内
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2021 年
（令和３年）
10 月 1 日

イベント開催情報

ここでは各出展団体が開催するイベントについてご案内します。今年は、一般出展（企業・団体・機関など）だけでなく、ポスターセッショ
ン出展のみなさんのイベントも開催されます。各団体の開催する個々のイベント（講演会・会議・ワークショップ等）につきましては、QR
コードのリンク先または HP をご覧ください。
「図書館」（仮称）リ・デザイン会議 IRI 知的資源イニシアティブ
「2030年へ。対話を続けていく～第3回「図書館」（仮称）リ・デザイン会議」 良い図書館を良いと言う
これまで 2 回の会議を受けて、まずは 10 年後

今年も Library of the Year 2021 最終選考会

への一歩踏み出すための対話をし

を実施します。選りすぐりの先進

ましょう。

的事例から大賞機関を決定しま
す。

株式会社 I・TEC ソリューションズ 株式会社紀伊國屋書店

株式会社朝日新聞社

富士通 Japan 株式会社

株式会社カルチャー・ジャパン

聞蔵Ⅱビジュアルが生まれ変わります！ 知のエントランスからナビゲーターへ
1998 年のサービス開始から進化を続けてきた

コロナ禍の中、急速に進展する社会のデジタル

お問い合わせを多数いただいております「除

化を踏まえ、図書館様の未来の発

菌」についてのイベントを開催し

年春に「朝日新聞クロスサーチ」

展に寄与する最新ソリューション

ます。

へフルモデルチェンジの予定

と最新事例をご紹介いたします。

京都産業大学

神戸大学出版会

「 聞 蔵 Ⅱ ビ ジ ュ ア ル 」 が、2022

図書館中に幸せを呼ぶロボット誕生！！ 図書館向け電子書籍セミナー開催！

国文学研究資料館

美しい未来をつくるひとのための 15 の デジタル画像を教育に活用する
はなし

非接触型図書貸出ロボット「ケビー」は、本の

大学・公共・学校図書館を対象に、電子書籍・

貸出はもちろん、歌やダンスなど

電子図書館のセミナーを複数開催

テーマに第 7 回日本語の歴史的典

の多彩な表情や動きによるコミュ

します。詳細はブースページで続

籍国際研究集会をオンライン開催

ニケーションを実現します。

報しますので、ご注目下さい。

します。奮ってご参加ください !!

実践女子大学図書館、
日本出版学会出版教育研究部会

自主学習グループ OMLIN 学び隊 IRI・キハラ株式会社

「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。

レファレンスの未来を語る

2021年 11月11日( 木 )「歴史的典籍と教育」を

図書館の中の人と使う人が一緒に取り組んだ

LoY の新旧選考委員長、審査員経験者が LoY

話題の書籍「すごいぞ！ はたらく知財」著者

ら、レファレンスの未来が少し見

のこれまでとこれからをキハラ本

によるトークショー。コロナ禍で

えてきました。これからのレファ

社屋で語ります。

安心して活動を続けるために役立

タカヤ株式会社
IC 機器のご紹介

これからの図書館やまなびのつながりを DX で

角筆（かくひつ）を知っていますか？

日本事務器株式会社
「図書館応援ミニセミナー」開催♪

11 月 5 日 19:00 より
「減災のいま」
（仮題）開催しま
す。

つ知財のノウハウを解説！

帝京大学 共読ライブラリー
「共読ライブラリー」は 10 周年！

IC 機器の使用用途に関してご紹介いたします。 フォーラム、ビブリオバトル、帯づくりワーク

お手伝いします

「図書館に関わる私たち」

saveMLAK プロジェクト

「LoY の 5 年間をなかの人が振り返って」 コロナ禍の美術館、図書館で役立つ知財とは？

レンスを共に考えてみませんか？

大日本印刷株式会社

晶文社

東京書籍

図書館とゲーム部

図書館で役立つ「著作権」セミナー

図書館にゲームを導入しよう！

新刊「著作権ハンドブック

デジタルゲーム、ボードゲーム、TRPG など、

先生、勝手にコピ

ショップ、オンラインツアー等々

ーしちゃダメ」の内容に沿って事

色々なゲームと図書館を繋げま

学生と職員で“本”と“人”をつ

例を紹介。改正著作権法第 35 条

す！

なぐ楽しいイベントを開催。

に対応したセミナーです。

日本電子図書館サービス

ビジネス支援図書館推進協議会

電子図書館「ライブラリエ」の現状

図書館海援隊フォーラム 2021

昨年に引き続き、角筆（かくひつ）について考

①ネオシリウス最新情報のご紹介

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ヴァーチャルツアー第 2 弾

えていきます。

② NJC の新たな取り組み

向などをご紹介する予定です。

11 月 7 日（ 水 ） 岐 阜 県 図 書 館、

③その他

鹿児島県鹿屋市立東原小学校図書
館

ビブリオバトル普及委員会

公益財団法人野球殿堂博物館

東西書評合戦『Bib-1 グランプリ』

TRC-ADEAC 株式会社

株式会社図書館流通センター

野球のことなら、野球殿堂博物館図書室 世界シェア No.1 電子図書館サービス

デジタルアーカイブ関連フォーラム

最近の取り組み事例

全国各地のビブリオバトル普及委員会会員が東

図書や雑誌、スポーツ紙など約 5 万点を所蔵す

電子図書館の事例や今後の展開についてのオン

今年は 2 つのフォーラムを開催します。

電子図書館サービスを中心に、直近の事例をご

西に分かれ選りすぐりの本を紹介

る私立の専門図書館。どなたでも

ラインセミナーを実施予定です。

①多様なデジタル資料の教材化ワ

紹介します。

します。本の祭典を通して、本と

利 用 で き ま す。 蔵 書 の 一 部 は

詳しくは総合展「メディアドゥ」

ークショップ、②図書館における

今年話題になった、あのピクトグ

の出会いを楽しみませんか？

OPAC で検索できます→

のページをご確認ください。

これからの人材養成を考える

ラムも！？

( 株 )RPI 地域元気研究所

人物図書館

図書館総合展運営委員会

地域元気指数データ集活用のご提案

人物図書館 @zoom

運営委員会が主催するイベント

英語で世界に発信しよう！

図書館資料保存アカデミーの開催

図書館サービスの設計や地域の現状把握に役立

今までとはちょっと違う趣向で、ストーリーテ

今年も図書館界の注目されるイベント

非ネイティブでも気軽に。図書館オンラインツ

外部講師と共に、これからの図書館資料保存に

つ「地域元気指数調査」の活用方

リングの講座を開催します。

を多数ご用意しました。

アーと国際交流 - 香港聖公会明華

ついてオンライン配信を予定して

法をご紹介。地域を数値で紐解

神学院図書館共同プロジェクト中

います。詳細はキハラ HP をご覧

き、さらに寄り添う一歩に。

間報告。

ください。

サークル Libro

株式会社メディアドゥ

（株）ラピッヅワイド

キハラ・プリザベーション（株）

ビジネス支援図書館推進協議会 都留文科大学図書館サークル
第 10 回情報ナビゲーター交流会

本や図書館に興味を持つきっかけ作りちらから。

オンライン読書会

我々 Libro は「本や図書館に興味を持ってもらうきっかけづくり」をコンセプトに学内学外で 「大宅壮一文庫」
「市政専門図書館」
「BIZCOLI」 参加者がオンラインで本をもちより、おすすめ
様々な活動をしているサークルです。今回のイベントでは、コロナ禍で Libro がど

「アドミュージアム東京」が参加。

のような取り組みをしてきたのかを知っていただきたく、ポスターセッションに

小池信彦 CN のもと、公共図書館

参加いたしました。また、図書館のあるある動画を作成しております。

との連携を考える。

ポイントを紹介していきます。

トピックからみる・よむ
コロナに向き合う図書館・コロナを考
える図書館

トピックからみる・よむ
図書館の外に目を向ける・連携をさぐ
る

トピックからみる・よむ
さらに近くなった世界・海外情報と国
際交流

with コロナ・after コロナへの対応は図書館の世
界でも必至です。

博物館・美術館・文書館・公民館…さまざまな施
設、組織をともに視野に入れておくことが要請さ
れています。

オンライン開催となったこともあり、直接、海外
の方とお話しするイベントも増えています。

and more

［ナビゲーション］面からは、さまざまなトピッ
クをたぐれます。

●イベントには「Zoom ミーティング」
「Teams」のような視聴者も積極参加できるもの（それを期待されているもの）
、
「Zoom ウェビナー」のように視聴者は基本的に
聴く一方で一部にチャットを通じた質疑があるもの、「YouTube」等で公開された動画を観るもの、またそれらを組み合わせたものがあります。各ページでご確認くだ
さい。
●各イベントには、事前の申込みが必要なものと不要なものがあります。申込みが必要なもののうちには定員のあるものもございますのでご留意ください。
●事前の申込みが必要なもののうち、案内ページ上にオレンジ色で「このフォーラムに申し込む」というボタンのあるものは、本展運営委員会のシステムを利用した申込
みです。当該イベント申込には、事前に本展アカウントへのご登録が必要です。またこの申込みでは、当該イベント主催者へ運営委員会より連絡用としてご登録のメー
ルアドレスを提供します。ご了承ください。
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BookSession

出版社さんによる出展コーナーです。“この1冊”について深くお話ができそうです（イベントの開催されるものもあります）。またここを端緒に、書物を編んでいる方々からいろいろ
伺ってみてはいかがでしょう。
美しい未来をつくるひとの
ための 15 のはなし
神戸大学出版会

都市や法律から経
済、SDGs、 感 染
症、天気、防災の未
来まで
おとなもワクワクさ
せられる未来のヒン
トがたくさん！

すごいぞ！はたらく知財

すがたをかえる食べもの

輪切り図鑑クロスセクション〔全 5 巻〕 朗読ワークショップ

株式会社晶文社

あすなろ書房

あすなろ書房

話題の書籍『すごい
ぞ！ はたらく知財』
著者によるトークシ
ョー。コロナ禍の美
術館、図書館が持続
的に活動するために
必要な知財のノウハ
ウを解説。現場からの質問も大歓迎です！

著作権ハンドブック

あまねく届け !光

東京書籍

読書日和

食べ物が何からどの
ように作られたのか
がわかるシリーズ！
食 育 と SDGs に 関
する調べ学習に最
適！
★小学校中学年～中学生向き

【古書】大槻磐溪編「金海奇観」
丸善雄松堂株式会社
嘉永７年（1854）、ペリー来航の際に、日
本の学者・絵師が艦隊上陸の様子を文章と
絵でまとめたもの。（1500 万円＋消費税）

著作権を制する者は
授業を制す！

著作権

図書館で役立つ「著
作権」セミナー
新刊「著作権ハンド
ブック 先生、勝手
改正著作権法 第 35 条 完全対応
にコピーしちゃだ
？？？
め」の内容に沿って
事例を紹介。改正著
作権法第 35 条に対応したセミナーです。

副題：見えない・見
えにくいあなたに贈
る 31 のメッセージ
『視覚障害者の就労』
について知りたい」
に応える一冊！

ハンドブック
先生、勝手にコピーしちゃダメ
宮武久佳／大塚 大 著

手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピー
メ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃ
ピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、
コピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピー
メ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
公衆送信？
保護者会で
生徒の端末
著作権は
コピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ
先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピー
コピーして
に送信して
どうしたら
SARTRAS?
勝手にコピーしちゃダメ
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
メ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ
いいの？ 先生、
いいの？
もらえるの？ 先生、
基本用語から
コピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ
先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピー
具体的事例まで
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
メ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
Q＆Aで解説
コピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピー
メ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
勝手にコピーしちゃダメ 先生、
コピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピー
にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ 先生、勝手にコピーしちゃダメ

サテライト会場

今 回、 本 展 で は オ ン ラ イ ン 上 で の 開 催 に 加 え、 実 際 の 小 会 場 を 設 定 し そ こ
で の イ ベ ン ト 開 催・ 展 示 等 も 行 い ま す。 正 確 に 言 う と「 コ ロ ナ 感 染 拡 大 防 止
を 最 優 先 事 項 と し て、 政 府 お よ び 自 治 体 の 方 針 ま た 社 会 情 勢 に し た が い、 事
態に応じて会場開催部分の中止やオンラインイベント化への移行も臨機応変
に行うもの」として開催します。

☆この開催企画にいたる検討と考え方については以下をご覧ください。

サテライト会場では様々な企画

会 場 で は、 会 場 の 主 催 す る 展
示・イベントのほか、他の出展者
との共同企画、展示などがあり、
リアル会場ならではコミュニケー
ションもあります。
《としょけっと》
例年、会場では大賑わいの好評
企画 としょけっとによる「図書館
同人誌の販売」を、今年はサテラ
イト会場で実施します。具体的な
販売日程・場所は、としょけっと
のページをご覧ください。

《ポスターのリアル展示》
「オンラインもなかなか便利だ
が…ポスターのほんもの展示をみ
たい / みせたい」のご希望にお応
えし、展示スペースのある会場で
ポスターのリアル展示を
実施します。
ほかにも、サテライト会場では、
ちょっとうれしいいいことが起こ
る、かも。
※各 会場の詳細は [ ナビゲーショ
ン ] ＞ [ サテライト会場 ] の先に
ある各ページでご確認くださ
い。

（株）
ブレインテック

東京都品川区東五反田 1-7-6
藤和東五反田ビル 3F

アーツアンドクラフツ

あらゆるモノの構造
を細密画で紹介する
驚異の図鑑！
人 体 や 建 物、 乗 り
物、都市など、その
しくみや作られ方が
よくわかる！
★小・中学生向き

◆『図書館へのおすすめ本』専用注文書 2021 年版のご紹介
このカタログ『図書館へのおすすめ本』は、出版社が図書館の棚に並べ
て欲しい書籍を自社刊行書籍の中から選び集めたものです。2021 年版では、
巻頭特集として、①“10 年後も古くならない”と出版社によるお墨付きの
この一冊、②おもしろ図鑑・変わった事典はこの一冊、③ニューノーマル
──新しい読書のためのこの一冊、の 3 テーマを取り上
げました。全国の図書館の皆さまには、選書の一助とな
れば幸いです。図書館総合展運営委員会による企画。
『図書館へのおすすめ本』は公共図書館を中心に各館種
の図書館にお送りしておりますが、会期中は「サテライト
会場」に見本を展示。お手にとっていただくことができま
す。

（株）
内田洋行

会期中、全国学生協働サミットをこ
こから放映。ほか企画をすすめてい
ます。

11 月の平日は毎日 OPEN ！図書館
システム展示・体験および Jcross
関連展示、
専門図書館パネル展示、販
売会、相談会、ワークショッ
プ等イベント多数。展示見
学のみは予約不要。

三康図書館

東京都港区芝公園 4-7-4 明照会館 1
階

恩納村文化情報センター

三康図書館が引継ぐ旧大橋図書館蔵
書資料の分野は多岐にわたっていま
す。関連する各分野の専門図書館パ
ンフレットも充実！ロビー
や閲覧室では閉架資料の展
示も開催中です！

日本一の読書のまち推進課

埼玉県三郷市中央 1 丁目 14-2
つくばエクスプレス三郷中央駅徒歩 3 分

東京都中央区新川 2-4-7
新川本社（ユビキタス協創広場 CANVAS）

沖縄県恩納村仲泊 1656-8
県に緊急事態宣言が出て、どうにも
非常に困っています。ただ、こうい
う時にこそ頭を使うもの。
現在企画を進めています。
詳しくは web サイトで。

日販図書館選書センター

笑い涙感動のドタバタ HM ドキュメ
ント（多分）探検家高橋大輔氏の完
全オンライン講演会裏側見せます。
デジタル素人でできるの
か。お楽しみに。

東京都千代田区麹町 3 丁目 7 番地 4
秩父屋ビル 4 階
大注目！ 10 年ぶり全面改訂される
『総合百科事典ポプラディア第三
版』の出版記念イベントを実施。当
日は会場の様子をオンライ
ンで生中継いたします。

■会場：三郷中央におどりプラザ

BICライブラリ

東京都港区芝公園 3-5-8機械振興会
館 B1

明治大学米沢嘉博記念図書館

マンガの専門図書館です。1階閲覧室
はどなたも無料で、ただいま原画展
開催中。2 階閲覧室も一般会員（1日
会員 330 円～）での利用可
能。マンガの専門図書館の
現場をぜひご覧ください。

昨年はオンライン見学でしたが今年
はリアル見学実現。BIC ライブラリ
地下書庫ツアーもあり！港区図書館
グループの各館の紹介展示
も行っています。

キハラ株式会社本社

東京都千代田区神田駿河台 3-5

ミクニワールドスタジアム北九州

現在、キハラでは図書館総合展に向
け様々な催しを企画中です。詳細は
キハラホームページもしくは、キハ
ラ図書館総合展特設サイト
をご覧ください。

ニュースパーク
（日本新聞博物館）

神奈川県横浜市中区日本大通 11
横浜情報文化センター

「新博キット」で「まわしよみ新聞」
主催：図書館総合展運営委員会
企画：石田喜美（横浜国立大学教育学部・准教授）
会場：ニュースパーク（日本新聞博物館）

北九州市小倉北区浅野 3-9-33
総合展のオンラインのサテライトパ
ブリックビュー会場の他、北部九州
地区での出展企業のブース出展が可
能です。小倉駅から近く、
会場使用料も基本的に無料
で会議室などを利用可。

泉大津市立図書館

ニュースパーク（日本新聞博物館）
が学習キットとして提供する全国約
130 紙の新聞を使って「まわしよみ
新聞」を行います。
※本企画はニュースパーク（日本新
聞博物館）を会場として行います。
そのため参加者は、同館の入館料（一般 400 円、大学生 300 円、高校生
300 円、中学生以下無料）をお支払いいただく必要があります。企画参
加前後に、ぜひ館内展示もご覧ください。

東京都千代田区神田猿楽町 1-7-1

大阪府泉大津市旭町 20 番地 1 号ア
ルザタウン泉大津 4 階
9 月 1 日開館の新しい図書館です。
書架に囲まれたオープンセミナース
ペースで行う様々な企画をオンライ
ンで発信いたします。

まだ間に合います！
会期は 1 カ月間のロングラン
展示・イベントをみていて「ウチで
も開催してみようか」という方はこ
ちらを。

注目！本紙に掲載のまにあわなかった
新着参加・急遽開催、
新プログラムはこちらから。
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コロナ感染拡大をうけ、各地への移動が難しくなったことをうけ生まれたのがこの企
画です。図書館の世界では、新館・改築館ができれば遠くでも見学に行き、優れた企
画・運営を行う図書館があれば、行って職員さんからお話を伺う気風があります。

リアル見学の代替として発案したこの企画ですが、かえって嬉しい発見がありました。リアルでは中々みられないディテール、狭所を案内していただける、意外な人と
同行できて、そのひとの質問が面白い…、資料を参照しながら見学できる等々。今年も工夫された見学がいくつもみられそうです。ぜひいくつも回ってみてください。

大阪音楽大学音楽メディアセン 久留米大学附属図書館医学部分 国立国会図書館国際子ども図書 東京学芸大学附属図書館
ター 大阪音楽大学付属図書館 館
館

普段入ることのできない閉架 昨年度に引き続き、今年度も医
書庫や音楽関連資料を
学図書館キャラクター
紹介いたします。
『イトアくん』が、杖
をiPadに持ち替えて、
ご案内します。

明治39年に建てられた帝国図
書館を再生利用したレ
ンガ棟など、魅力の詰
まった建物の探険をお
楽しみください。

同志社香里中学校・高等学校
メディアセンター

今年度に増築・拡張したラー キャンパスの中庭に新築され
ニングコモンズと、電
た メディアセンター
子展示「おもちゃ絵・
（繋真館）
。
絵双六で遊ぼう」を合
わせてご紹介します。

大和学園情報ライブラリー

帝京大学メディアライブラリー 菊池市立図書館
センター（MELIC）

京都の専門学校からワンパー
ソンライブラリ—の声
を 発 信！ 他 館 種 問 わ
ず、全国の皆さん交流
しましょう！

Zoomによる「共読コミュニケ 菊池市立図書館のさまざまな 探究学習の支援と「情報センタ
ーションツアー」やり
取り組みをご覧くださ
ー」化に力を入れてい
ます！添乗員は共読サ
い。
ます。学校図書館の活
ポーターズ（学生）
、
動を紹介します。
職員の2本立て！

●図書館総合展 _ONLINE_plus 参加予定書込み用
月

立正大学古書資料館

当館の特徴「開架で古書」を
ONLINE上 で 体 験 い
ただきます。古書に囲 Q
まれた世界 をご堪能
R
ください。

★この「図書館見学会_ONLINE」は“見る側”だけでなく“見せる側”の
皆さまからも「若手職員のスキル向上の機会として」
「他館の皆
さん・研究者の先生方とお近づきになる場」として大好評です。

まだ間に合います。ぜひ開催のご検討を！こちらより開催のお
申込みできます！

★昨年もたくさんの図書館・施設の皆さまに見学会を開催していた
だきました。
（期間中、急遽、開催を決められた方々も。
）一部を
アーカイブでみていただけます。
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東京都立南多摩中等教育学校
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メモスペース

クロージング・セッ
ション

第 107 回全国図書
12
館大会山梨大会
（～ 11/12、オンライン）

11

13

第 23 回図書館総合展 _ONLINE-plus 開催案内

2021 年
（令和３年）
10 月 1 日

8

【視聴覚資料】
劣化の症状や対策

デジタル化の現場を
動画で公開中！

今年は、オンラインイベントにみんな集合！

踊るトキャラに、見るトキャラ、
同じトキャラなら
踊りゃなソンソン♪
https://www.libraryfair.jp/
booth/2021/2

◆みちねこチャンネル！

◆外国籍児童生徒にかかわる先生、

◆帝京大学「共読ライブラリー」10 周年

◆株式会社ポプラ社のイベントご案内

学校図書館の司書の方へ

記念！

テーマは『公共図書館と学校図書館の連携』

図書館総合展で開催される学校図書
館イベントをまるっと紹介する番組「み
ちねこチャンネル！」を今年も開催し
ます。
ご自分のイベントを紹介したい出展
者も絶賛募集中。（下の QR コードから
どうぞ）
みんなで、図書館総合展の学校図書館
企画を盛り上げよう！
事前申し込み不要。出入り自由。ご
参加お待ちしていまーす。
●日時：11 月 3 日 ( 水 )13:00 ～ 14:30

皆様のご来場心よりお待ちしております。

◎絵本作家中垣ゆたかさんワークショップ

多言語絵本の会RAINBOWは、オリ

●東大 Cedep ×ポプラ社共同研究プロジェクト

11 月 27 日（土）開催決定！

ジナル絵本を多言語電子版にして当会

より／幼保・公立図書館調査から「こどもの読

会場：八
 王子キャンパスメディアライブラリー

HPで公開しています。今年は、その

書環境を育むためにできること」

センター

うち149 点をデータDVD ２点に収録

日時：11 月１日（月）19:00 ～

子どもも大人も楽しめる絵本ワークショッ

し、全国の公共図書館（分館、町村立

プです。オンライン参加も可。

を除く）に寄贈します。日本語学級や

●『公共図書館と学校図書館の連携』～事例で見
る「連携」でできること～

◎ 10 周年記念フォーラム「社会とつながる

学校図書館などにも、ご希望があれば

日時：11 月８日（月）19:00 ～

共読ライブラリー～ 3rd ステージ構想発

お送りします。
（先着100 部）無償です

メインセッション

表！～」（学長登壇予定）

が、送料 201円をご負担ください。
●連絡先：
nihongo_crayons@yahoo.co.jp

◎そ の他、共読サポーターズの学生による

●1
 00 万人にとどけ！「ひゃっかじてんで遊ぼう！」

「帯づくりワークショップ」「ビブリオバト

報告会～「ポプラディア」×「公共図書館」な

ル」「クイズラリーツアー」「黒板本棚 Sto-

ぞ解きイベント他報告会～

ry」など、本と人をつなぐ楽しいオンライ

日時：11 月 15 日（月）19:00 ～

ンイベントを多数開催します！

●出版記念イベント『総合百科事典ポプラディア
第三版』が目指したもの

●お 問合せ先：帝 京大学メデ

日時：1
 1月20日（土）10：00 ～

ィアライブラリーセンター
042-678-3315

◆図書館とゲーム部
図書館サービスにおけるゲームの取り入れ方を探求し、提
案していく事を狙いとしています。
《今年の企画》

開催記念手ぬぐいのご案内

本の保管と除菌は カルチャー ・ ジャパンにお任せください。

〈通販〉
今年の図柄は“激むず 図書館
シルエットクイズ”

「ボードゲームの目録を作ろう」（仮）
「シリアスボードゲームジャム×図書館」（仮）
「ゲームの保存と収集を考える」（仮）
他にも、TRPG、ボードゲーム、マーダーミ
ステリーの体験企画などを予定しています。

例年会場で販売され、来場の
お土産として好評を博してき
た図書館総合展キャラクター
手ぬぐいですが、今年は趣向
を変えてみました。

新企画！
インターン＆体験会 _ONLINE

11 月 10 日ごろ発売予定。本
展 web サイト、SNS、メー

こちらは、職場体験をはじめ様々な体験会、インターン制

ルマガジンでご案内します。

度を画面越し、オンラインで行ってみませんかというもので

1 枚 700 円（税込）＋送料。

す。
また別企画「見学会 _ONLINE」が“場をみ
せる”ものであるとするなら、こちらは“動き
や人をみせるもの”です。

☆開催のほうも、まだ間に合います。実施をご
検討の方はこちらから。

【お願い１】本展を多くの方にご紹介いただけると嬉しいです
本展運営委員会は、図書館界の皆さまが、その枠組み、その

？！

専門図書館を
見に行こう！
「あなたも使える専門図書館」
一般公開されている専門図書館をご紹介する人
気コーナーがオンライン（Webサイト）とサテ
ライト会場展示のハイブリッドで復活。
きっと、まだあなたが知らない専門図書館に出
会えるはず・・・！
●主催：図書館総合展運営委員会／専門図書館
協議会（共催）
●展示するサテライト会場：
（株）ブレインテッ
ク他（予定）
〈総合展内の専門図書館関連イベント・展示〉
専門図書館協議会、防災科学技術研究所総合情
報センター自然災害情報室、大宅壮一文庫、国
立女性教育会館、防災専門図書館、ミュージア
ムライブラリーの会、野球殿堂博物館図書室、
機械振興協会BICライブラリ、三康図書館ほか

【お願い２】来場アンケートにご協力
ください。

来年の予定

ご後援への御礼
 従来とは形式を大きく

次回第 24 回図書館総合展は、今回開

 2 年目のオンライン開催と、サテライ

変えての開催であるにもか

催のオンライン形式をさらに発展させつ

ト会場のハイブリッド形式でお送りしま

かわらず、今年も多くの官

つ、会場開催については、政府自治体等

また今回、図書館の世界を初めて覗かれた皆さまには、劇的

した本展はいかがでしたか。来場・出展・

公庁・諸団体の皆さまより

の方針また社会の受けとめ方を考慮しつ

に変化している情報社会にあって、図書館の寄与するところは

企画参加の皆さまに、より充実した内容

ご後援を賜り、無事開催を

つ、新しいノーマルにふさわしい形をさ

むしろ増してゆくであろうとお伝えしたく思います。また引き

をより快適な形でお送りすべく、また新

迎えられそうです。

ぐってゆきます（今年同様、年度明けに

続き注視していただく価値のあるものであると確信しています。

しい時代にふさわしい第 24 回の図書館総

ここにあらためて感謝申し

正式発表の予定です）。

合展を計画して参ります。そのためのご

上げます。

系を越えた世界、業界の方々とより多く触れ合うことが、有機
的でより大きな成長につながるものと信じております。

今回また次回も新たな方々と、来場・出展・登壇にお迎えし、

〈会期〉

より豊かな情報交換の場をつくるため、本展をお

意見、ご要望を頂戴したく、

知り合いの方々にお知らせいただけましたら幸い

アンケートへのご協力をよ

後援一覧は

詳細については、本展ウェブサイト、メ

です。

ろしくお願いいたします。

こちらから。

ールマガジン上でご案内さしあげます。

2022 年 11 月 1 日（火）～ 30 日（水）

