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（令和４年）
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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 24 回 図書館とともにすすめるまち
会期：2022 年 11 月 1 日（火）〜30 日（水）
・ 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（東京・
主催：図書館総合展運営委員会
鳥取・全国サテライト会場）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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総合展ラジオ（YouTube）

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。

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 いう方のための︑キーワ
じて視聴・参加します︒ ードごとのコンテンツが
﹁ポスターセッション﹂ わ か る﹁ タ グ ク ラ ウ ド ﹂
本展ウェブサイト︵こ ットや連絡にすぐ対応で ﹁ サ テ ラ イ ト 会 場 ﹂ 出 展 ﹁ 新 着・ 急 遽 出 展 一 覧 ﹂
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 者もイベント開催に積極 などです︒
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 的です︒
●ほか
を前提としたうえでの実 ます︶
のコンテンツは︑﹁展 ます︒
ログイン後にＴｏｐ画
施です︒
各ページでは︑展示の ●特集ぺージ
示ページ﹂
﹁イベント︵紹
介︶ページ﹂
﹁特集ページ﹂ ほかウェブによる相談・ ﹇ナビゲーション﹈のタ 面の上の方に表示される
◆カンファレンス会場
の ３ つ で 構 成 さ れ ま す︒ 各種体験など様々な方式 ブ下にある特集ページは ﹇ 参 加 証 発 行 ﹈ は︑ 勤 務
また会期中に２回︑︿展 画面越しに見るオンライ で︑活動やサービス︑商 おおきく二種あります︒ 中視聴される方︑視聴を
ひとつは文 字通りの特 研修扱いにしたい方など
示会の一式﹀の揃った１ ン会場は︑リアル会場の 品のことをおしらせ︑発
集︒会 場開 催である﹁サ のリクエストに応じて設
日開催の会︵＝カンファ ように﹁会場﹂の全体を 表しています︒
テライト 会 場 ﹂について 置しています︒
レンス会場︶を行います︒ 一望できないので︑検 索
またＴｏｐペー ジ最 下
﹁図書館キャ
一時に２００人程度収容 窓のほか各所にインデッ ●イベント︵紹介︶ページ のお知らせ︑
の会場での開催です︒フ クスページをできるだけ
イベントページは︑会 ラクターの環﹂などです︒ にあるリンクから過 去開
今ひとつは︑どこに何 催の﹇アーカイブ﹈コンテ
ェイス・トゥ・フェイス 多く設けました︒
場開催でいうと﹁フォー
でこそ深まるものがあり
ラ ム ﹂ に あ た る も の で︑ があるかわかりにくいと ンツをご覧いただけます︒
ます︒ぜひ足をお運びく ●展示ページ
﹇イベント﹈タブの下に
ださい︒
展示ページは︑会場開 各イベントの開催情報が
催でいうと﹁展示ブース﹂ 並びます︵昨年は会期中
﹁ ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン ﹂ に 三 〇 〇 余 ︶︒ 会 期 中 は
﹇本日
にあたるもので︑一般出 ﹇開催カレンダー﹈
展約七〇団体︑ポスター のイベント﹈が表示され
セ ッ シ ョ ン 約 六 〇 団 体 るので︑予定を立てたり︑
を︑﹇ブース﹈
﹇ポスター﹈ 時間があいた時の視聴に
の各々のタブからたどれ ご利用ください︒
イベントはページ内に
ます︒
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

★カンファレンス in 機械振興会館（東京）
・日時：11 月 5 日（土）
・会場：機械振興会館〈BIC
ライブラリ〉
（東京
都港区）
★カンファレンス in 鳥取
併催 = 都道府県立図書館サミット
・日時：11 月 26 日（土）-28 日（月）
・会場：鳥取県 県民ふれあ
い会館／鳥取県立
図書館（鳥取市）
★サテライト会場、今年は 30 カ所超
…
※詳しくは p.6、p.7 また HP をご覧くださ
い。
そして 2023 年は横浜での会場開催に向け
準備進行中。

すコンベンションの形を
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︑昨年に続き﹁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︑会場開催も行いま
す︒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

今年のリアル開催（会場開催）

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︑２０２
は国内最大のトレードシ ０年よりコロナ感染拡大
ョーであると同時に図書 の影響を受け︑全コンテ
館界最大級の交流イベン ンツをオンライン提供す
トとしてご好評をいただ る 開 催 と し て お り ま す︒
いております︒館種をま 初の形式ですが︑出展・
たいで図書館関係者が一 参加・企画の各々の皆様
堂に会しコミュニケーシ の ご 理 解 と ご 協 力 に よ
ョンを深めることができ り︑オンライン化ならで
る場は他になく︑また企 はの価値を追求し︑皆様
業や機関︑研究者や学生 より良い機会を得たとの
など立場の異なる参加者 評価と結果を得ておりま
が多数集まり発表するた す︒とりわけ会場開催で
め︑図書館関連のトレン はなかなか来場の叶わな
ドを一気に把握するには かった遠方の方々︑学校
最適のイベントとして認 図書館の方々︑ひとり職
知をいただいております︒ 場の方々にも多くご参加
昨今︑図書館の役割に いただき︑本展中の各コ
対して様々な期待が寄せ ンテンツや議論もより厚
られているのを受け︑図 みのあるものとなりまし
書館の枠を超えた多方面 た︒
の分野からも来場者・出
展者を増やしています︒ ◆今回も﹁オンライン＋
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

◆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。
「みたいトピックだけが決まっている」という方は、
「キー
ワードからコンテンツをさがそう」へ。
「ちょうど時間があいたし、今やってる LIVE イベントはな
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 24 回図書館総合展 _ONLINE_plus」参加証明書を自動発行しておりま
す（事前・事後）
。ご入用の方は、ログイン後、
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。

★図書館総合展アカウント★
本展の全コンテンツが見られ、
様々なサービスが使えるように
なります。また本展メールマガ
ジン（ほぼ週刊）をお届けします。

【併催】アートミュージアム
・アンヌアーレ

コロナ禍はまだまだ侮れず、ウクラ
イナでは戦争が起こり、美術館をめ
ぐる状況には依然厳しいものがあり
ます。こんなときこそ、美術館に関
わる全ての人々が立場を超えて交流
し、議論することが必要です。美術
系以外の博物館のみなさまも、そし
て も ち ろ ん 図 書 館 の み な さ ま も、
「毎年」開催のイベント、
ア ー ト ミ ュ ー ジ ア ム・
アンヌアーレへぜひご
参加下さい。
（AMA 実行委員会）
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企業出展・非営利団体出展一覧
企業・学術機関・自治体・図書館・NPO 等、様々な団体また個人のみなさま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。
株式会社アール・ピー・アイ

株式会社 I・TEC ソリューションズ 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）

図書館から広がる地域づくりを！
地域を測る全国調査のご紹介

お気軽シリーズはココだけ！！
後悔はさせません！！

LRG10 周年迎えました。
バックナンバー特価販売中！

聞蔵がクロスサーチに、朝日け
んさくくんがリニューアル！

ワークショップ 新書を「あらま
し読み」40 分間オンライン体験

NPO 医学中央雑誌刊行会

株式会社伊藤伊

ウィキペディア展覧会

株式会社内田洋行

株式会社 SIC

医学文献情報を探すなら「医中
誌 Web」

図書館用什器や消耗品の新商品をピックアップ
して掲載しております。是非、ご覧ください。

ウィキペディアを使う、使いた
いすべての人とつくる展覧会

図書館が変わると社会が変わる！
変革のヒントがここにあります！

カビから本を救います
ご相談は随時受付中

株式会社エデュプレス／株式会社 NEC ソリューションイノベータ株 エルゼビア・ジャパン
デルフィーノケア
式会社
株式会社

「あらまし読み」─〈探究〉
の入口となる新・読書術─

オープンアクセスリポジトリ推進 株式会社
協会 (JPCOAR)
カーリル

研究出版と情報分析を牽引する

オープンアクセスを推進するコ
ミュニティです。

図書館をもっと楽しく！

国立研究開発法人 科学技術振興機構 かぞく英語研究所

神奈川県図書館協会

株式会社カルチャー・ジャパン

株式会社紀伊國屋書店

JST/CHORUS フォーラムを
開催。

公共、大学、専門と館種の異な
る図書館で活動しています

貴館の大切な書籍の保管・除菌
は J ＣＣにお任せください

読み、学び、究めるひとと組織
を支援する

図書館のDX を推進するソリュ
ーションをご提供します。

100％英語で進行する英語おはなし会「英語えほんライブ©」
かぞく英語研究所（図書館開催実績多数）サテライト公開中

キハラ株式会社／キハラ・プリザベ 株式会社キャリアパワー
ーション株式会社

京セラコミュニケーションシステ 株式会社国際マイクロ写真工業社
ム株式会社

国文学研究資料館

図書館総合展キハラ特設サイト
でお待ちします。

つ な が る・ ひ ろ が る・ み つ か
る ～みんなのそばに図書館を～

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

大学図書館業務委託
（人材総合サービス）

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

国立国会図書館

がん情報ギフト 5 周年記念フォ
ーラムを開催します！

時空を超えて、知の宝庫へ

株式会社ジー・サーチ

スタティスタ・ジャパン株式会社

学術文献情報・新聞記事情報デ
ータベースサービスをご提供

公益社団法人全国
学校図書館協議会

世界で 4,500 の大学が採用。

大日本印刷株式会社

タカヤ株式会社

生活に不可欠な官報。
でも、、

ってなに？

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

国立情報学研究所

株式会社
サンメディア
学術情報ソリューションサービ
スをご提案します！

「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

〈学校図書館× ICT〉活用のベ
ストミックスを目指して

株式会社ソフエル
図書館 IC タグには UHF 帯が最
適です！

「せんときょう」は、資料・情
報部門に携わる人の強い味方！

帝京大学メディア
ライブラリーセンター

帝人株式会社

東京布の絵本連絡会／布の絵本サ
ークルピエロ ( 多摩市 )

学生と社会をつなぐ新しい読書
のカタチ！

～レコピックは予約棚や利用履
歴でユーザ様より好評です～

布やフェルト、ボタン、スナッ
プを使いオリジナル作品を制作

図書館スタッフ株式会社

図書館総合展
運営委員会

図書館とゲーム部

株式会社図書館流通センター

図書館関連の同人誌
委託即売会 としょけっと

図書館にまっすぐに。
元気な図書館作りを支援します。

運営委員会主催企画はこちらか
ら

今年も「図書館×ゲーム」を頑
張ります！

初出しネタ、今年もあります！

同 人 誌 を 委 託 し、11 月 5 日 東
京カンファレンス会場で開催！

ナカバヤシ株式会社

株式会社ニチマイ

日本事務器株式会社

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

新発売！本との出会いを創出す
る資料探索アプリ「これ棚」

明日を創る、昨日を活かす
文書情報マネジメントのサポー
ト企業

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。

一般社団法人 日本電子出版協会

株式会社 日本電子図書館サービス 株式会社日本統計センター

一般財団法人機械振興協会
BIC ライブラリ

一般社団法人 ピースセル
プロジェクト

新しい教育を拓くベーシックイ
ンフラ「学校デジタル図書館」

読者、図書館、出版社、著者を
結ぶ新たな架け橋に

ビジネス支援や地域学習を強力
サポート。探求授業の充実を。

東京都港区にある機械産業と
ビジネス情報の専門図書館です

紛争地イラクで、絵本と演劇に
よる平和構築に挑戦しています

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
自然災害情報室

丸善雄松堂株式会社

三谷コンピュータ株式会社

新たな時代を切り拓く、図書館
の新しい姿をご提案します

図書館システム「情報館」
情報サイト「Jcross」

まなびのつながりを育む

図書館の利便性向上を追及した
図書館向けスマホアプリです。

みちねこチャンネル
【2022】

【災害と図書館】災害発生 !
あなたならどうする ?[ 水害編 ]

大学図書館業務委託 20 年 !
「現場力」で大学図書館を支援

JMLA/JPLA は医学・薬学領
域の研究者を支援します !

株式会社有隣堂

読売新聞東京本社

特定非営利活動法人
エファジャパン

株式会社 KADOKAWA

学校図書館まるっと紹介。学校
司書もそうでない方も大歓迎！

創 業 112 年 の 書 店 が 手 掛 け る
読書推進活動をご紹介します。

新聞データベース「ヨミダス」と医療情
報サイト「ヨミドクター」を紹介します。

カンボジアとラオスでの図書館
活動を紹介！

出展社ページで図書館様向け情
報を紹介予定！

株式会社 NTT データ九州

シュプリンガー・ネイチャー

EBSCO Information
Services Japan ( 株 )

図書館の中核業務である選書と
除籍をＤＸで強力にサポート！

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。

あらゆるタイプの学術図書館
と、その活動をサポート

◆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〜
今年 2022 年は東日本大震災から 11 年
目にあたります。振返れば図書館におけ
る被災・防災資料のアーカイブは大震災
を機にあらためて注目されました。その

そして

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「ウチも
出てみようか」という方はこちらを。

and more

後も、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。
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。

◆新たに来られた方に その 1
★学生さん＆初任者さん・異動者さんの
ためのブースツアー
毎年ご好評、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、オンライン対応版として今年も
やってきました！
昨年と同様に、大学で教える先生方が大学
の授業の中で「図書館総合展ツアー」を実施
します。図書館総合展のウェブサイトで申し
込んだ皆さまは、そのツアーに Zoom を通じ
て一緒に参加することができます。さながら
大学のゼミで一緒に訪問しているかのような
感覚で、出展団体さんへのインタビューや、
ブースの内容解説を楽しむことができます。
ご都合のつく日時のツアーにぜひご参加く
ださい。
図書館総合展はあなたのキャリアの第一歩
を全力で応援します

◆新たに来られた方に その 2
★ Library of the Year 2022
図書館は利用することが目的でありなが
ら、それ自身が語られる主体にもなるもので
す。「図書館とは何か」と考えることは、図
書館について言葉にしてみるということで
す。あなたの言葉で。わたしの言葉で。みん
なの言葉で。
2006 年から続く Library of the Year も
今年で 17 回目となります。活動のコンセプト
に掲げた「良い図書館を良いと言う」のもと
に、2022 年の「良い」を言葉にしてみまし
ょう。あなたが口にした「良い」は、みんな
にとって「良い」になります。
現実を見据えて、理想を掲げて、
「良い」と
言ってみる。Library of the Year の歴史に、
新しい言葉が刻み込まれる瞬間を確認してみ
てください。
●賞の概要はこちらから→

※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。

● 11 月 30 日開催の最終選考回
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.7）、カンファレンス会場で現物を展示します。
愛知大学 おたのしみブックプロジ 「あらまし読み」─〈探究〉
ェクト
の入口となる新・読書術─
「わくわくおたのしみブック」
を開催しました！

ワークショップ 自薦の新書 40 分
間 ZOOM の「あらまし読み」体験

桜美林大学図書館読書運動
プロジェクト実行委員会

公益財団法人 大宅壮一文庫

追手門学院大学図書館／株式会社
キャリアパワー

桜美林生の読書を応援する読プ
ロ。活動の様子を紹介します。

今年も雑誌記事人物索引 2021
年版刊行します！

日本で唯一のオーストラリアラ
イブラリー

NPO 法人学校図書館実践活動研究 特定非営利活動法人
会（SLPA）
学校図書館総合研究所

岐阜女子大学文化創造学部文化創造 京都工芸繊維大学附属図書館
学科デジタルアーカイブ専攻

子どもの学びに関心のある方は
どうぞ。本会の活動紹介です。

情報時代の学校図書館を支え続
けるため、NPO として再出発！

岐阜女子大学デジタルアーカイ
ブ専攻の卒業研究紹介

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

国立国語研究所 研究資料室

国立女性教育会館 女性教育
情報センター

埼玉県高校図書館フェス
ティバル実行委員会

三康図書館

自主学習グループ
OMLIN学び隊（チームオンライン）

SDGs 目標 5『ジェンダー平等』
を学ぼう！対象者別図書案内

埼玉県高校図書館フェスティバ
ル実行委員会 イチオシ本

公共図書館の源流 旧大橋図書
館から引継がれた資料を紹介！

今年もレファレンスについて考
えるイベントを企画します

一般社団法人 情報科学技術協会

修理系司書の集い
─資料保存の現場見える化アンケート─

水都国際中学校・高等学校

聖徳大学文学部図書館情報コース
片山ゼミ

資料保存に関心を持つ司書有志
館内修理アンケート実施します

Introduce libraries in Osaka to
spread the attraction of books!

言語の研究資料を保存・提供し
ています！

城西大学水田記念図書館
学生アドバイザー
学生アドバイザー活動 10 周年
の軌跡

確かな検索を身に付
けよう！
「検索検定」のご紹介

Library Fairy/SheepLibrary

国立アイヌ民族博物館ライブラリ
カンピソシ ヌカラ トゥンプ
「開かれた専門図書室」として
幅広い方々へ向け発信してます

「視覚障害者も健常者も楽しめ
るポップ」の研究成果を発表！

saveMLAK【2022】

仙台高等専門学校広瀬
キャンパス学生図書委員会

実践女子大学図書館 , 日本出版学 総合地球環境学研究所
会出版教育研究部会

大正大学附属図書館

MLAK の被災情報の集約・情
報発信を行うプロジェクト

仙台高専広瀬キャンパス図書館と学
生図書委員会の活動を紹介します。

専門書店と取次の関係を考える：猫本専
門神保町「にゃんこ堂」を題材にして

コロナ禍での新たな学びの提供
への挑戦！

大和学園 情報ライブ 多言語絵本の会 RAINBOW
ラリー

タイムトラベル 90 年前の

復興図書館展

メタデータの活用！
地球環境学 VKM の紹介

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

東京大学「文化資源としての書物」

履修生による震災復興展の復元

京都から発信！「かるた」で
伝える専門学校の魅力

バイリンガル絵本で多文化共生

東京・学校図書館
スタンプラリー

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）

公益財団法人東京都公園協会
みどりの図書館東京グリーンアーカイブス

東北福祉大学図書館広報ワーキン 都市のカルチュラル・ナラティヴ（慶
ググループ
應義塾大学アート・センター）

アジア研究を支える U-PARL
の活動をご紹介します

日比谷公園内
書庫見学あ
り！公園、庭園など緑のことなら

全部見せます「としょかんぽ
う」

学生と地域のプレイヤーがコラボする
現代アート・ラーニング企画をご紹介

学校図書館を見よう！
う！ 楽しもう！

知ろ

『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

本以外にもボードゲームや TRPG
など、幅広く取り組んでいます！

図書館に関わる私たち

富山短期大学（図書館司書課程） ナラベル運営サービス

日本学術振興会

日本図書館協会
図書館の自由委員会

今年も角筆（かくひつ）に関するテーマ
で発表します。よろしくお願いします。

司書課程担当教員のゼミ活動を
中心に取り組みを紹介します。

本棚サービスとして、ナラベルWebサービスがバージョ
ンアップ。インターネット上に本棚を簡単に作成できます。

人社データカタログ JDCat を
ご紹介。ぜひご活用ください。

図書館利用のプライバ
シーを守ろう

一般社団法人日本新聞協会

ビジネス支援図書館推進協議会①

ビジネス支援図書館推進協議会②

Project Next-L

防災専門図書館

新聞の読み方ガイドを作りました！ご
希望の方には必要部数をお届けします。

オンラインイベント「めざすはBL ！？～ビジネスライブラリ
アン講習会ーその有用性と今後の期待ー（仮題）」を開催します。

オンラインイベント「図書館海援隊フォーラム２０２２～ビジ
ネス支援図書館ヴァーチャル・ツアー第３弾～」を開催します。

オープンソース図書館システム
Next-L Enju の新バージョン！

防災 ･ 災害に関する唯一の専門
図書館 ! 期間中､見学会も開催！

mani lab（京都女子大学 桂まに みんなで翻刻
子研究室）

公益財団法人 野球殿堂博物館 図書室 やわらか図書館学

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

伝統的な手法を活かしつつ、児
童サービスを仕掛ける

仲間と、AI と協力して、古文
書解読に参加しよう！

野球の図書や雑誌、スポーツ紙
などを所蔵する私立専門図書館

今年で 4 年連続の出展です。よ
ろしくお願いいたします。

学生 LS と図書館による学生＆
地域のための取り組みのご紹介

LINE BOOKUOKA

立命館大学
図書館研究会

流通科学大学 Libro

ししょまろはん

北九州市立大学図書館

図書館での LINE 公式アカウン
トの活用についてご紹介！

マンガと図書館について考える

大学図書館と連携した動画作成
等の PR 活動とその効果の分析

ししょまろはんの取り組みにつ
いて紹介します！

★【出展者募集】全国のウィキペ
ディア活用事例を紹介
ウィキペディア展覧会では、誰もが
知るオンライン百科事典でありなが
ら、意外と知られていない活用事例や
ウィキペディアタウンなどイベントの
開催ノウハウを、事例集として集約し
公開します。これまでにウィキペディ
アで何かしたことがある、という図書
館や個人のみなさんは、ぜひ出展し、
これからの企画開催を考えるみなさん
へのアドバイスをお願いします。
出展（無料）方法について、詳細は
こちら。

★海外に目を向けるフォーラム〈運営委員会主催〉
■「図書館界の国際交流—IFLA ダブリン大会から見えてくること」
・日時：11 月 4 日（金）11:00 ～ 12:30
・コーディネーター：三浦太郎氏（日本図書館協会国際交流事業委員会委員長、
明治大学文学部専任教授）
・発表者：井上靖代氏（IFLA 理事、獨協大学教授）
岩崎れい氏（IFLA アジア・オセアニア地域部会委員、京都ノートル
ダム女子大学教授）
角田裕之氏（IFLA 教育・研修分科会委員、鶴見大学教授）
小南理恵氏（鶴見大学講師）
長塚隆氏（IFLA 地域史・系図学分科会事務局長、鶴見大学名誉教授）
■図書館を軸に世界とつながろう：香港聖公会明華神学院図書館国際プロジェクト
◆「立正大学古書資料館における版本の保存と提供」（立正大学図書館）
24 日（木）11：00 ～
◆「図書館と IT ツールを活用した知の共有（香港聖公会明華神学院図書館 Dr.
Helen Chueng 氏）」
24 日（木）16：00 ～
◆「カンボジアにおける教育振興と障害児支援（鎌倉幸子氏）」
25 日（金）11：00 ～
◆「Reading Battlle を用いた読書推進活動（香港教育大学 Dr. Sam Chu）」
28 日（月）11：00 ～
★プロジェクト責任者・Helen Chueng より皆様へ
In 2022-2023, we will work on“Share &amp; discover knowledge”
with libraries via international partnerships using IT tools to
develop innovative library activities and user education.The
outcomes are abundant and benefit participants from Asia,
Australia, Europe and North America etc.

「ウィズコロナ」時代の学修支
援について考えます。

★参加校募集中！
「第 7 回全国学生協働サミット」
〜図書館で活躍する大学生、高校生あつまれー！
教職員の皆さんも、ぜひ一緒に！〜
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
会し、情報交換し仲間をつくるイベント。オンライン開催です
ので、交通費も宿泊費も不要です。そして今年から、高校図書
館・図書委員・サークルにも参加範囲を拡大しています。
「他の図書館がどんな取り組みをしているかを知りたい」「運
営のアイディアがほしい」「組織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・高校図書館に限らず、“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」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。
ご期待ください。
●フォーラム＆ワークショップ…11 月 29 日（火）に開催です。
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、鑑賞し合って、褒め合い、ノウハウを学び合う
企画です。ビデオ、ポスターは、新たにつ
くるものでも、既に校内・学内で活用され
ているものでも。
（総合展会期の 1カ月間）

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（ナビゲーションのタブより）
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（PC では 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］タブ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。

saveMLAK

実践女子大学図書館, 日本出版学会出版教育研究部会 多言語絵本の会 RAINBOW

株式会社ボイジャー

図書館をめぐる COVID-19 の影響

専門書店と取次の関係を考える

電子書籍の制作・配信ツール『Romancer』「ヨミドクター」
「ヨミダス for スクール」

公 共・ 大 学・ 専 門 図 書 館 の saveMLAK

専門書店と取次の関係を考える：猫本専門神保 「アフガニスタンと子どもと絵本と」

販売可能な高品質 EPUB データの作成から、 小中校向けヨミダスの活用事例やヨミドクター

COVID-19 調査からの報告

町「にゃんこ堂」を題材にして

分科会では、外国ルーツの子ども

URL で SNS 配信がカンタンに出

の「病院の実力」「医療大全」の

11 月 10 日（木）19:00-20:30

たちに、私たちができることはな

来る電子書籍ツールをご紹介！

内容について説明します。

オンライン開催

にかを話し合います。

講演会と分科会

読売新聞東京本社

帝京大学共読ライブラリー

帝京大学メディアライブラリ―センター (MELIC) 帝人株式会社

東京・学校図書館スタンプラリー主催 公益財団法人東京都公園協会 みどりの図書館東京グリーンアーカイブス

読み合い、薦め合い、評し合う！

あの興奮がふたたび！

ＩＣ化ご相談コーナーを開設します！

吉野万理子さんと中高生が語り合う！

読書の楽しさを伝える「共読サポーターズ」が

総合展に「大学ビブリオバトル」が帰ってくる！

帝人と一緒に失敗しない IC 化を考えませんか。

恒例の作家講演会。今年度は YA 文学を数多く

見学の詳細は HP 掲載予定！公園緑地・霊園・

共読ラジオ、大学ビブリオバト

12（土）「関東地区決戦」をリア

IC タグの選定や貼り位置など意外と重要

手がけている作家、吉野万理子さ

庭園等の図面や写真、絵葉書、錦

ル、ワークショップを開催。共読

ル開催。人気の絵本作家 中垣ゆた

なポイントなんです。各種 IC タグの評価、

んをお迎えします。11 月 20 日午

絵のデジタル資料を OPAC にて

の今を伝えます！

かさん WS も 26( 土 ) に会場で。

納入実績を踏まえてお話ししましょう。

後、オンラインで配信！

公開中です。

図書館総合展運営委員会

図書館とゲーム部

TRC-ADEAC 株式会社

株式会社図書館流通センター九州支社 図書館関連の同人誌委託即売会 としょけっと

デジタルアーカイブ関連フォーラム

週替わりでイベント開催！

図書館がテーマの同人誌と出会う場

ボードゲームは浸透してきたので、デジタルゲ 『学校はいま、図書館の支援を求めている～地

九州出版社の書籍展示・トークイベント、図書

同人誌を委託し、11 月 5 日東京カンファレン

ーム・TRPG・マーダーミステリ

域資料のデジタル化が拓く図書館

館メーカー・システムディーラと

ス会場で開催！

ー・vtuber など、新しい試みを

の未来～』を開催します。図書館

の共催イベントを開催します。

提案します。

×学校の新たな可能性とは！？

運営委員会主催イベントの一覧をこちらから。 図書館にゲームを！

富山短期大学（図書館司書課程） ナカバヤシ株式会社

株式会社ニチマイ

日本事務器株式会社
「図書館応援ミニセミナー」開催♪

図書館・書庫見学実施します

日本アスペクトコア株式会社

富山短期大学（図書館司書課程）

カメレオンコード新ソリューション実演 記録がつなぐ 77 年の時

RPG 版図書館でリアル図書館体験を！

司書課程担当教員のゼミ活動を中心に取り組み

スマホで誤配架検知をしながら蔵書点検をより

武蔵野ふるさと歴史館と知覧特攻平和会館の

①ネオシリウス最新情報のご紹介

リアル図書館での「あるある体験」を、RPG

を紹介します。

速く「スマート蔵点」＆利用者の

2 館が参加し、米国国立公文書館

② NJC の新たな取り組み

版「わたしたちの図書館」に盛り

資料探索を手助けするアプリ「こ

の映像資料をテーマに LIVE フォ

③その他

込みました。わたしたちのリアル

れ棚」。さらに恒例カビ対策も！

ーラムを開催します！

をバーチャル図書館で !

NPO法人日本医学図書館協会/日本薬学図書館協議会 一般社団法人 日本電子出版協会 株式会社 日本電子図書館サービス 株式会社日本統計センター

日本図書館協会 図書館の自由委員会

OA/OS は図書館をどう変えるのか

ベーシックインフラ学校デジタル図書館

図書館利用のプライバシーを守ろう

講師：国立情報学研究所 船守美穂氏

新しい教育を拓くベーシックインフラ「学校デジタル図書館」 電子図書館「ライブラリエ」に関わる最新の動

ビジネス支援や地域学習における市場情報評価 「デジタルネットワーク環境における図書館利

これまでの OA/OS の動向を振り

全国の小中学校で使える「学校デジタル図書

ナビ「MieNa( ﾐｰﾅ )」の活用をご

用のプライバシー保護ガイドライ

返りつつ、今後の展開と医学系図

館」を国主導でつくりましょう。実現のため

紹介。出店分析や地域課題探求を

ン 」（ 日 本 図 書 協 会 2019） を わ

書館の対応について考えます。

には、皆さんの賛同が大きな力になります。

支援します。

かりやすく読み解く

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。

統計データとマップで地域を知ろう！

ビジネス支援図書館推進協議会① ビジネス支援図書館推進協議会② BIC ライブラリ
オンライン受講を検討の方、必見！

富士通 Japan 株式会社

今年もやります、ヴァーチャル・ツアー！ ここからつながる、これからつながる。 これからの図書館に必要な４つのこと

これまで 500 名を超える図書館員が受講し、 図書館海援隊フォーラム 2022 ～ビジネス支援図書館

オンラインでもリアルでも集いましょう。会期

加速するデジタル社会の中で、図書館の新しい

評価も高いＢＬ講習会。職場や自

ヴァーチャル・ツアー第３弾〈11/8〉

中サテライト会場オープン。11/5

形を探ります

宅からも受講できます。昨年の受

境港市民図書館（鳥取県）、五所川原市

はカンファレンスをハイブリッド

講生が本音で語ります。

立図書館（青森県）にお邪魔します。

開催。オンラインブース更新中！

株式会社ブレインテック

株式会社ブレインテック 本社ショールーム 防災科学技術研究所 自然災害情報室 防災専門図書館

IRI 知的資源イニシアティブ

情報館＼イベント多数／ Jcross

11 月の平日は毎日 OPEN ！

Library of the Year 2022 最終選考会

初めての図書館システム導入やリプレイスに役

図書館システム展示・体験！ Jcross 関連展 【災害と図書館】2022

見学会開催！千代田区の防災専門図書館と

立つ情報満載！視聴型イベント・

示、専門図書館パネル展示、販売

e- ラーニング風コンテンツを

海事図書館は､ 350 ｍ徒歩５分の

2022 年のライブラリアンシップ

相談会・体験ワークショップ・交

会、相談会等イベント多数！お気

観て、防災計画を見直そう !!

距離♪この機会に２館を見学して

賞の紹介、優秀賞から大賞・オー

流会！オンラインイベント多数！

軽にご来場ください。

みませんか？ NDL も近くです。

ディエンス賞を決定します。

災害発生！あなたならどうする？水害編 ご近所 専門図書館２館めぐり♪

「良い図書館を良いと言う」の理念のもとに、

mani lab（京都女子大学 桂まに子研究室） 丸善雄松堂株式会社

三谷コンピュータ株式会社

児童サービスを仕掛けよう

まなびのつながりを育む

e-Lism

教科書通りの児童サービスの一歩先へ。絵本や児童

未来の図書館や図書館サービスを考察する４つの

図書館の利用促進、利便性向上を目的としたス

見学の詳細は HP 掲載予定！公園緑地・霊園・

仲間と、AI と協力して、古文書解読に参加し

書をベースに、子どもたちを新しい

オンラインイベントを開催します。

マホアプリです。基本的な機能の

庭園等の図面や写真、絵葉書、錦

よう！

知識や興味へいざなうには？ Zoom

イベント情報は当社特設サイトに

「ソロ」
、より機能を充実させた

絵のデジタル資料を OPAC にて

ワークショップにご参加ください。

てご確認いただけます。

「デュオ」をご紹介します。

公開中です。

図書館向けスマホアプリ

みどりの図書館東京グリーンアーカイブス みんなで翻刻
図書館・書庫見学実施します

公益財団法人 野球殿堂博物館 図書室 やさしい大学図書館員のサバイバルイングリッシュ 株式会社有隣堂／小田原駅東口図書館ほか 有隣堂伊勢佐木町本店

EBSCO Information Services Japan (株)

野球殿堂博物館と図書室の見学会開催！ 現役図書館員と考える新ダイバーシティ もっと本が好きになる楽しみ方体験！

電子リソースのライフサイクルとそのマネージメント（仮）

本と人との素敵な出会いがあります！

館内の展示は学芸員、図書室は司書が解説いた

現役図書館員がカウンターでの英語対応フレー

図書館や学校で役立つ読書支援ツール『創造性を育 「ビブリオバトル in 有隣堂」3 年ぶりに会場開

図書館の一元的な運営の実現に、利用者目線と図

します。詳しい日程は HP で掲載

ズ集を編集しました。書籍作りを

む 本の楽しみかたカード』『Life with

催 ( 予定 ) です。日程、本のテー

書館員目線で EBSCO がお手伝い

予定です。図書室は通常入ること

通して図書館窓口のダイバーシテ

Reading 読書の秘訣カード』の使い

マ、お申込方法は後日公開しま

出来ることをご紹介します

が出来ない、書庫もご案内予定！

ィを考えました。

方を紹介。体験イベントも開催。

す。お楽しみに！

流通科学大学 Libro

汐文社【開催日：11/16( 水 )18 時〜】

人物図書館〜ヒューマンライブラリー 「みちねこチャンネル！」2022

株式会社 NTT データ九州

大学生にとって魅力的な図書館とは？

なぜ、今、ジェンダー平等なのか？

ひとはだれでも一冊の本である。

学校図書館関連イベント一挙紹介

蔵書構築の質向上と書架狭隘化の改善

【ライブ配信】私たちは大学図書館と連携して 『きめつけないで！「女らしさ」
「男らしさ」～

学校、公共、大学、専門の各図書館の枠を超え

11/3（木）13：00 ～。みんなで総合展の学校

図書館の課題解決に寄与する新たなサービスを

YouTube 動画の作成や館内ツア

みんなを自由にするジェンダー平

て、図書館にまつわる人々が集ま

図書館企画を盛り上げよう！ご自

ご紹介します。

ーを実施しています。活動紹介と

等～』の刊行記念セミナー。ゲス

って、それぞれが自己を語る。そ

分のイベントを紹介したい出展者

共にその効果を分析します。

トは、著者の治部れんげ氏。

れが人物図書館である。

も絶賛募集中。他にもイベント有！

●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。

第 24 回図書館総合展 _ONLINE-plus 開催案内

5

2022 年
（令和４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、サテライト会場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。
株式会社アール・ピー・アイ

アカデミック・リソース・ガイド株式会社（arg） 株式会社朝日新聞社

図書館から広がる地域づくりを！

LRG10 周年記念イベント開催！

「あらまし読み」─〈探究〉の入口となる新・読書術─ NPO 医学中央雑誌刊行会

朝日新聞クロスサーチが誕生しました！ ワークショップ「あらまし読み」

「医中誌 Web」ミニ質問会

地域の現状把握に役立つ「地域元気指数調査」 『ライブラリー・リソース・ガイド』
（LRG） 新しく生まれ変わった「朝日新聞クロスサー 【中高大学生の読書教育】

医中誌 Web についてご不明点や知りたいこと

の活用事例をご紹介。また、地域

10 周年記念イベント「LRG が捉

チ」
。9 月にリニューアルした「朝

探究学習のための読書術を「あらまし読

など、ご質問を承ります。ユーザ

を元気にする図書館のあり方・指

える世界」「第 46 号のためのダイ

日けんさくくん」
。活用方法をオ

み」として提案！ 40 分間のオンライン

ーだけでなく、契約を検討中の方

標を考えるイベントを実施予定。

アローグ」を開催！

ンラインで説明します。

体験でその効果を実感してみてください

や公共図書館の方も大歓迎です。

泉大津市立図書館

ウィキペディア展覧会

株式会社内田洋行

株式会社内田洋行 新川本社 ユビキタス協創広場CANVAS 株式会社 SIC

いつ来ても何か情報が得られる

だれでもかんたん！ウィキペディア編集 図書館が変わると社会が変わる！

第 7 回全国学生協働サミット

毎日のように開催しているイベントのうち、ビジネスセミナーや地

申込み不要の気軽なウェビナーで、ネット百科事

いま大きな変革の時を迎えている公共図書館・

学生協働に関わる全国の学生・教職員が一同に

カビの不活化効果を有する【除菌剤フォーダッ

域の歴史講座、ラジオ体操などオンラインでも

典「ウィキペディア（Wikipedia）」

大学図書館。内田洋行は様々な角

会し、交流をはかります。また、

シュ】によるカビ除去システムを

ご参加いただけます。どんなイベントが行われ

編集を体験！ブースでは全国の企

度から、さらなる変革を実現する

会場となる内田洋行から「未来の

ご紹介します。国公立・私立大学、

ているかのぞき見だけでもお待ちしております。

画事例やウェビナーも紹介します。

ヒントをご提案してまいります。

学びの場」をご紹介します。

民間企業での実績多数。

株式会社エデュプレス

NECソリューションイノベータ株式会社 エルゼビア・ジャパン株式会社

桜美林大学図書館読書運動プロジェクト実行委員会 大倉精神文化研究所附属図書館

図書館アプリ実証（北九州市様事例）

オンラインセッションを開催！

桜美林大学図書館読書運動プロジェクト 大倉山秋の芸術祭 11/3 〜 11/6

詳細はイベントページをご覧ください

桜美林生の読書を応援する読プロ。イベント、 11/3 アニメ「小机の重政」上映と講演会を開

イベントページを是非ご覧ください。

マイナンバーカードを活用した図書館アプリの
実証について北九州市様からご紹

（随時アップデート）

【カビから本を救います】

活動の様子を紹介します。

催。11/4 図書館ワークショップ

介いただきます。

「和装本作り」を開催し、それぞ
れ関連図書を展示します。

オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR) 能美舎

恩納村文化情報センター

株式会社カーリル

海事図書館

学校図書館支援プログラムを解説！

ご近所 専門図書館２館見学めぐり♪

JPCOAR2022

絵本「はじめてのびわこの魚」を紹介します！

オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR)

中学 3 年生の著者黒川琉伊君が描く淡水魚の図

沖縄随一のリゾート地にある図書館です。イベ

学校図書館支援プログラム（https://gk.calil.

千代田区の海事図書館と防災専門図書館は、

では、「ダイヤモンド OA と機関リポ

鑑絵本をご紹介いたします。

ントを準備中です。展示詳細はＨ

jp）未導入の方向けに、導入準備

350 ｍ徒歩 5 分の距離♪この機会

ジトリ」のテーマで講演・ディスカッ

安藤忠雄文化財団第一回「環境賞」

Ｐにて。

や全国の導入事例などを解説しま

に 2 館を見学してみませんか？国

ション（フォーラム）を開催します。

受賞。詳細は特設ページへ。

す。

立国会図書館も近くです。

株式会社カルチャー・ジャパン

株式会社紀伊國屋書店

国立研究開発法人 科学技術振興機構 かぞく英語研究所

株式会社サンメディア

JST/CHORUS フォーラム

著作権に関するフォーラムを開催します 除菌・抗菌サービス・文書保管サービス 図書館・学校向け電子書籍セミナー開催

「英語読み聞かせ」ならお任せください

オープンアクセス、データセット、プレプリン

楽しい英語おはなし会「英語えほんライブ©」の「かぞく英語研究所」。英語おはなし会

学術情報の活用、図書館運営、著作権に関する

お問い合わせを多数いただいております JCC

皆が気になる電子書籍の現在、そして最新のデ

ト、研究成果のモニタリングに関

の企画・実施「英語よみきかせリーダー養成講座」、地域で活躍

企画・フォーラムを計画していま

のサービスについてのイベントを

ータベース、図書館システム、学

する動向について取り上げます。

するボランティアの育成講座、選書講座などを行っています。

す！詳細はサンメディアのブース

開催します

習ツール等のトレンドも、セミナ

11 月 15 日（火）10 時開催。

英語サービスのお悩み、ご質問。ぜひお気軽にご相談ください！

をご覧ください。

ー形式で情報発信します！

キハラ株式会社／キハラ・プリザベーション株式会社 きめつけないで！「女らしさ」「男らしさ」～みんなを自由にするジェンダー平等～

株式会社キャリアパワー

■第 3 回図書館資料保存アカデミー

国際教養大学

主催：キハラ・プリザベーション株式会社

■デジタルアーカイブ導入
の必須ポイント

なぜ、今、ジェンダー平等なのか？
『きめつけないで！「女らしさ」
「男らしさ」〜

九州大学出版会のブックセッション 京セラコミュニケーションシステム株式会社

図書館バーチャルツアー 若者言葉の研究―SNS 時代の言語変化

先進的なグローバル教育で注目される国際教養

図書館× DX ＝新しい図書館の実践

常に変化し続ける若者言葉にも、その根底には揺るがぬ規則性がある。 鹿児島市立天文館図書館様、いわた書店 岩田

みんなを自由にするジェンダー平

大学。グローバルリーダーの育成

「日本語の乱れ」が指摘されるが、本当にそうなの

徹氏、慶應義塾大学 福島幸宏氏

主催：IRI 知的資源イニシアティブ

等〜』の刊行記念セミナー。ゲス

を支える中嶋記念図書館を

か。本書では実際の会話例を文字化して、社会言

をお招きしフォーラムを開催しま

共催：キハラ株式会社

トは、著者の字部れんげ氏。

オンラインでご案内します。

語学の知見と実例からルールと体系を分析する。

すので、是非ご参加ください

くみこう図書館

公益社団法人全国学校図書館協議会 国文学研究資料館

国立がん研究センター がん対策研究所 慶應義塾大学アート・センター

あなたの知らない学校図書館を探して

お悩み解決！

データを保管する／活用する

信頼できるがんの情報を届ける・つなぐ 学生×地域×現代アート ワークショップ

2019 年 Library of the Year 史上初の学校図書館単

GIGA スクール時代の学校図書館では、著作権

2022 年 11 月 11 日（金）に第 8 回日本語の歴

11 月 17 日（木）13 時 30 分より、がん情報ギ

現代アートを学ぶワークショップの活動を、学

館受賞ほか、地方の小さな公立高校で

教育がより重要に。学校、学校図

史的典籍国際研究集会をオンライ

フト 5 周年記念フォーラムを開催

生企画チームが解説。今年は Zine

前代未聞の存在感が際立つ学校図書

書館、著作権を知るエキスパート

ン開催します。奮ってご参加くだ

します。多くの皆さまのご参加を

の発行を目指しています。大学で

館。この機会にぜひお越しください。

がお悩みにお答えします。

さい !!

お待ちしています。

開催中の展覧会もご案内。

国立国会図書館

国立情報学研究所

国立女性教育会館 女性教育情報センター 埼玉県高校図書館フェスティバル実行委員会 埼玉県立飯能高等学校すみっコ図書館

11/1「#NDL 全文使ってみた」

多様化する学術情報と図書館

ジェンダー資料をまとめてお届け！

資料の OCR 全文テキストデータの利活用につ

学術情報が多様化し、「研究データ」への対応

男女共同参画やジェンダーに関する資料をテー 「図書館でもっと楽しむ！」を合言葉に、高校

司書による館内案内ツアーを１日２回実施しま

いて、NDL ラボの実験サービス

が課題となる中で、大学図書館が

マに合わせてお届けする NWEC パ

図書館の楽しさを発信！今回は

す。知らなければ絶対に見つけら

をもとに研究者・実務家によるフ

どのように対応するか、NII の提

ッケージ貸出サービス。利用機関

「埼玉県の高校図書館司書が選ん

れない新名物スポットなど、自由

ォーラムを実施します。

供するサービスを軸に考えます。

による活用事例をご紹介します！

だイチオシ本」の裏側を紹介！

さびしいチーター

三康図書館

株式会社ジー・サーチ

11/7（月）14：00 〜
朗読ワークショップ

11/26「三康図書館蔵 方丈記絵巻の世界」 学術文献情報・新聞記事情報データベース 〈新装版〉シェリング著作集
120 周年記念事業第 3 回講演会！オンラインと

日本最大級の学術文献情報・新聞記事情報デー 《新装版》シェリング著作集【監 修】西川富雄・渡邊二

昨年『100 万回死んだねこ』を発行した福井県

バイリンガル絵本『さびしいチータ

会 場 の ハ イ ブ リ ッ ド 開 催 予 定。

タベースサービスをご紹介しま

郎・神林恒道・相良憲一・田丸徳善【編

立図書館の中の人からお話を伺

ー』の著者・ケイコカリさんによる

14:00 〜 15:30。申込者限定アー

す。

集幹事】松山壽一・高山 守全 6 巻・全 12

い、今後のレファレンスについて

トークショーと読み聞かせです。

カイブ動画あり。

冊、A5、上製カバー掛け、平均 360 頁

考えてみます。

ししょまろはん

水都国際中学校・高等学校Library Fairy/SheepLibrary すごいぞ！ はたらく知財

スタティスタ・ジャパン株式会社 青翔開智中学校・高等学校図書館

みんなで一緒にナイスソン！

大阪の Library と本の魅力

展示に役立つ知的財産

世界の統計データをワンストップで

没年調査ソン オンライン＆リモート Vol.3

We are introducing libraries in Osaka to

話題の書籍「すごいぞ！ はたらく知財」著者に

世界 4,500 の大学に採用された、グローバル No.1

校舎の中心にラーニングセンター。探究を主軸

みんなで著作者の没年を調査す

spread the attraction of

よるトークショー。実際の展示・

の統計データベース Statista。利用

に据えた教育と学校図書館活動に

る、ワークショップ型イベント。

books!

上演等の事例をもとに、役立つ知

シーンに合わせたデータの活用方法

取り組んでいます。

的財産の知識をご紹介します。

をデモを交えてご紹介いたします。

11 月 6 日 ( 日 ) 開催（予定）。

著作権

今年もやります！イチオシ本！

常識の通じない図書館

見学より断然面白い！

〈新装版〉シェリング著作集［刊行中］ 自主学習グループ OMLIN学び隊（チームオンライン）
刊行中

レファレンスの未来を語る

Part2

●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。

第 24 回図書館総合展 _ONLINE-plus 開催案内

2022 年
（令和４年）
10 月 1 日
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Book Session

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。

やさしい大学図書館員のサバイバルイングリッシュ

カラー世界パンデミックの記録 コロナに立ち向かう人類の挑戦 「基礎物理学選書」の新装版

ミンタラ② アイヌ民族 21 の人物伝

委託販売と流通コード

早稲田大学出版部

株式会社西村書店

裳華房

北海道新聞社

樹村房

現役図書館員編集の
英語対応フレーズ集。
カウンターで役立つ
表現と多様化の時代
に即したホスピタリ
ティを学ぶ。全国の
図書館員必読。早稲
田大学アカデミックソリューション編

世界はコ
ロナとど
う闘って
き た か。
世界三大
通信社・AFP 通信がとらえた 61 の国と地域
の貴重なカラー写真 481 点収録！ 未来の
道しるべとなる大切な記録集。

「量子力学」を学ぶ
ための入門書とし
て、半世紀にわたっ
て多くの支持を集め
てきた好評のロング
セラー４点が、より
親しみやすいレイア
ウトと文字づかいで新装版として登場。

厳しい時代を生き、
未来へ道をひらいた
21 人 の 先 人 の 足 跡
をたどり、アイヌ民
族のいまと昔、歴史
や文化を深く楽しく
学びます。アイヌ語
小文字の読み方講座などの動画も紹介。

図書館職にこそ必須
となる出版について
の知見を、わかりや
すく解説した「図書
館のための出版キイ
ノート」シリーズ最
新刊。出版産業の基
盤である流通網にフォーカスした一冊です。

イラスト図解 鳥になるのはどんな感じ？

わたし生活保護を受けられますか

認知症世界の歩き方

ミイラの地下墓地から大脱出

きめつけないで！「女らしさ」「男らしさ」〜みんなを自由にするジェンダー平等〜

株式会社 羊土社

ペンコム

ライツ社

ライツ社

汐文社

日本ではめずらしい
イラストでわかる鳥
類学入門！飛びなが
ら歌える秘密や無数
の機能を果たす羽
毛，巣作りの戦略な
ど，鳥についてもっ
と知りたい人におすすめ．★中学生以上対象

生活保護分野で士業
界隈では知らない人
がいないほどの著者。
貧困が進む今、申請
から決定までを解説
する本を初出版。
上野千鶴子氏推薦。
公益財団法人 図書館振興財団「新刊選書」

なかなか理解しても
らえずに困っていた
「認知症のある方が
実際に見ている世
界」がスケッチと旅
行記の形式で、すご
ーくわかる ! 認知症
のことを楽しみながら学べる一冊です。

日本初 ! おうちにい
ながら世界遺産で脱
出ゲームができる
本。 世 界 10 ヶ 国 で
出版予定の話題作
が、ついに日本語版
で 完 成 !「 む ず か し す ぎ て 7 回、 死 に ま し
た。」（14 才・男性）

女子は外見のことば
かり言われる !? 男
子はスポーツが得意
なはず !? 子どもに
も根強い思い込みを
紹介。ジェンダー平
等を実現し、皆が自
由に生きるために大切なことを解説する。

地域づくりの基礎知識

はじめてのびわこの魚

日本原色アザミウマ図鑑

神戸大学出版会

能美舎

全国農村教育協会

( 株 ) 集英社

株式会社あすなろ書房

2022 年・ 秋 刊 行。
害虫だけでない、日
本のアザミウマ 450
余種を詳説！アザミ
ウマ類の同定に。昆
虫愛好家から農業関
係者・昆虫専門家ま
で、幅広くお使いいただける原色図鑑です。

人物群に光を当て、
アジアの歴史を完全
網羅する唯一無二の
構 成！ 古 代 か ら 21
世紀へと駆け巡った
人物たちの評伝を積
み重ねて描く、初の
本格的アジア通史。全編書き下ろし！

明治から、平成まで
の日本を代表する文
学作家を各2見開き
ずつにまとめて紹介。
経歴、代表作、代表
作の抜粋そして貴重
な 肖 像 写 真 を 掲 載。
日本文学の大枠をつかむのに最適なシリーズ。

シリーズ『地域づく
りの基礎知識』
大学が地域住民や自
治体、企業などと協
力しながら展開して
きた取組を集約し、
地域志向型教育・研
究の成果を活かしたテキストです。

中学 3 年生の著者黒
川琉伊君が描く淡水
魚の図鑑絵本をご紹
介いたします。安藤
忠雄文化財団第一回
「環境賞」受賞。

「アジア人物史」全 12 巻 + 索引巻

日本の文学者 36 人の肖像

さびしいチーター

こどもモヤモヤ解決ドリル

これだけは読んでおきたいすてきな絵本100

わたしからはじまる！ SDGs

ミキハウスの宮沢賢治絵本「注文の多い料理店」

めでぃあ森

風鳴舎

風鳴舎

風鳴舎

三起商行株式会社（ミキハウス）

You are not
alone! あなたの一
歩をやさしく応援す
るバイリンガル絵本です。
こどもから大人まで幅広く読んでいただけま
す。
ページを開く度に、カラフルなアートが感じ
られます。

若者言葉の研究

日々わき起こるモヤ
モヤした気持ちを言
語化し、解決策を探
っていく問題発見力
に着目。感情と行動
の間の思考を作り、子どもたちの思いを効果
的に実現していくための方法を学ぶ。

〈新装版〉シェリング著作集

九州大学出版会

文屋秋栄

常に変化し続ける若者言
葉にも、その根底には揺
るがぬ規則性がある。
「日
本語の乱れ」が指摘され
るが、本当にそうなのか。
本書では実際の会話例を
文字化して、社会言語学
の知見と豊富な実例からルールと体系を分析する。

読み進めることで、
「こういうイメージ
が前提となっていた
のだ」という謎解き
に出会うことが、シ
ェリング読書の醍醐
味ではないかと思
う。（加藤尚武・推薦のことばより抜粋）

対象年齢別にその年
齢に適した絵本をご
紹介。テーマ別でも
掲載しておりその数
ぜ ん ぶ で 189 冊。
絵本の「ねらい・ト
ピックス」解説付で
子育てや保育にお役立ていただけます。

チームヒューマン

すごいぞ！ はたらく知財

株式会社ボイジャー

株式会社晶文社

デジタル時代のテク
ノロジーは、私たち
の社会の自主性に最
大の危機をもたらし
ました。本書では、
人間性を育む社会を
作り直すように私た
ちに呼びかけます。

サテライト会場

サテライト会場の一覧はこちら に

p.7

前回に引き続き、今回も展示・発表・交流の“リアル”の場として、たくさんの図書館さん、施設さ
ん、企業さんに、サテライト会場に立っていただきました。
サテライト会場は「会期中、図書館関係の皆さんの来場を歓迎する」というのが共通理念ですが、い
まだコロナ禍の中にあり、運営は皆さんの方針に拠って各々です。来訪者逗留を前提のしつらえをした
会場もありますし、その会場で総合展オンラインのパブリックビューを行う──そのことをもって全国
図書館員とつながる会場もあります。
◎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。
※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。
※本企画の運営については「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」として行います。

これまでの SDGs の
概念書を超え、実際
にアクションを起こ
せるようになる本。
探究学習・課題図書
としても最適な一
冊。自由研究にもお
使いいただけます。

実際の展示事例をも
とに、役立つ知的財
産の知識をご紹介。

三十年以上刊行を続
ける「ミキハウスの
宮沢賢治シリーズ」
記念すべき第一作
目。
教科書に掲載される等あまりにも有名なこの
名作に、スズキコージの絵が新しい風を吹き
込んだ快作！

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。

図書館総合展記念手ぬぐい
本展では、ご来場のお土産品にもなる開催記念手ぬぐいを 2016 年から毎
年つくっております。
今年の図柄のテーマは「サテライト会場御朱印帳」。サテライト会場巡り
のお供に（サテライト会場をまわるフォトスタンプラリーを企画実施して
おります）、また参加記念としてお求めください。
販売はカンファレンス会場、総合展ウェブサイトからの通販など。
予価：1 枚 700 円（税込）＋送料
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●サテライト会場へのご登録はいまからでも間に合います。
こちらから。

高崎商科大学図書館

●サテライト会場の一覧はこちらから。
（新たに加わったところもあります）

埼玉県立飯能高等学校すみっコ図書館

大倉精神文化研究所附属図書館

埼玉県飯能市本町 17-13

埼玉県立久喜図書館

三康図書館

おいでよ英語よみきかせの秘密基地
英語ソムリエアカデミーオフィス
英語よみきかせで実際に使う絵本

アイデアや勇気、人生の指針を
与える力がある。詳細はWebサ
イトにて。ぜひご来館ください。

英語絵本に興味がある方
大歓迎。要予約

埼玉県久喜市下早見 85 － 5

有隣堂伊勢佐木町本店

の常識を破壊するシン・
すみっコ図書館を見て・
聞いて・触ってください。

償貸与した 16 ミリ映写機
の実物や開館当時の記念
グッズなどを展示します。

ある伊勢佐木町本店でビブリオ
バトル開催！番組MCのR.B.ブ
ッコローがお迎えします！

神奈川県横浜市港北区大倉山
2-10-1

横浜市歴史博物館図書閲覧室

https://www.libraryfair.jp/
forum/2022/394

千代田図書館／日比谷図書文化館

神奈川県横浜市都筑区中川中央
1-18-1

みどりの図書館東京グリーンアーカイブス

小さいながらも魅力的な資料が豊富な図書室です。
博物館の「おたずね処」として、地道に活動中。
博物館の展示と関連したコーナーもお楽しみに。

図書館・書庫見学実施します
公園緑地・霊園・庭園等の図面や写
真、絵葉書、錦絵のデジタル化を進め

秋・冬の博物館展示は「追憶の
サムライ」、そして「活字」で
す！

ています。図書や雑誌もあ
ります。【来年は都市公園
制度制定 150 周年です！】

千代田区九段南1-2－1 千代田区役所／
千代田区日比谷公園1－4

ゴールデン街 bar 図書室

TRC 九州支社

東京都立南多摩中等教育学校

東京都新宿区歌舞伎町 1-1-10
ゴールデン街 G1 通り 2 階

東京の中心にある両図書館は、
ビジネスやアートの情報提供で
も高評価をいただいています。

新宿は歌舞伎町にある夜の図書室、漫

発!!」を体験しましょう。
■提供■日本アスペクトコ
ア株式会社

コンシェルジュが、あ
なたを知のワンダーラ
ンドにご案内します。

ら 5 時までの夜のみの営業

千代田区平河町 2-4-1
日本都市センター会館 8 階

海事図書館

千代田区麹町 4-5 海事センター
ビル８階

画バーの bar 図書室です。店内は狭い
ですが、話の話題は無限大！ 20 時か
となっております。是非飲
みにいらしてください！

BIC ライブラリ

港区芝公園 3-5-8
機械振興会館 B1

日本唯一の防災・災害の専門図書
館です。レフェラルサービスや選
書など、皆様のご相談にのります。

1974 年設立の海事専門図書館
です。今年 3 月に移転し、狭い
ながらもきれいな閲覧室です。

館内見学大歓迎／図書館パンフ
レットコーナー常設／ BIC ライ
ブラリ装備体験／利用カードお

見学がてら、気軽にご来
館ください！海事図書館
さんもご近所です！

どうぞ見学にお越しく
ださい。防災専門図書
館さんもご近所です！

土産にどうぞ／平日開
館／三康図書館さんの
ご近所です！

港区芝公園 4-7-4

（株）ブレインテック 本社ショールーム

品川区東五反田 1-7-6
藤和東五反田ビル 3F

公益財団法人 野球殿堂博物館 図書室

東京ドーム 21 番ゲート右側

様々な専門図書館のパンフレッ
トが充実！資料展示、書庫見学
が無料です！ BIC ライブラリさ

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

野球殿堂博物館図書室は東京ドー
ム内にある野球殿堂博物館の図書
室です。野球を中心としたスポー

んのご近所です！

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。

ツ の 図 書・ 雑 誌 を 約
50,000 冊所蔵する私立
の専門図書館です。

東京都中央区新川 1-11-14

株式会社内田洋行 新川本社 ユビキタス協創広場CANVAS

東京都中央区新川 2-4-7

慶應義塾ミュージアム・コモンズ

「利用者との協働」についてあら
ゆる館種の皆様と考えます！

東京都千代田区神田神保町 1-2-5
和栗ハトヤビル 3F

オ「KeMCo StudI/O」、活動
を見せる収蔵庫前室「オープ
ン・デポ」などの施設見学も。

帝京大学メディアライブラリ―センター (MELIC)

八王子市大塚 359
帝京大学八王子キャンパス

学事出版は、チャレンジする先
生を応援します！今回の一押し
は、「高校生のための「探究」学

会期中見学自由（平日 22 時、土日可）
12（土）「全国大学ビブリオバトル関
東地区決戦」、26( 土 )「絵本作家中垣

習図鑑」です。ホーム
ページでお待ちしてお
ります。

ゆたかさん WS」開催決
定！本で人がつながる体
験を。お待ちしています！

京都市左京区岡崎成勝寺町

港区三田 2-15-45
慶應義塾大学東別館
自律分散する大学コレクションのハブとして
機能するミュージアム、通称KeMCoです。
展覧会は予約不要。クリエイション・スタジ

所です。1 階では協会の
出版物等を閲覧・割引販
売も。開催日時確認を。

ししょまろはん(京都府立図書館)

千代田区日比谷公園 1-5

期間限定でRPG版図書館を開館します!!
RPGツクールで制作した「わたしたち
の図書館」に入館し、「あるある100連

3 階の図書館では、全国の図書館や
読書について調べ、研究することが
できます。スタンプラリーの押印場

学事出版株式会社

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町
1-4-1
創業112年の書店が配信するYouTubeチャン
ネル「有隣堂しか知らない世界」は、おかげ
様で登録者数17万人を突破！撮影スタジオの

平日のみ開館！

公益社団法人 日本図書館協会

良いタイトルの本だけを集めるwebの本屋さ
ん『good title books(R)』と高崎商科大学図
書館のコラボプロジェクト。良いタイトルには

▽埼玉県立図書館百周年記念資料展
令和 4 年 10 月で開館から 100 周年を
迎えます。終戦後に GHQ が県に無

「豊かな心」をテーマに、
新旧の良書を揃えていま
す。

防災専門図書館

さいたま市大宮区上小町 637-2

英語よみきかせの秘密基地 （株）英語ソムリエアカデミー

ブッ飛び過ぎている図書館が総合展
に帰ってきました。7 色展開のゾーニ
ングに新名物スポットと、学校図書館

創立者大倉邦彦が、心の修養や研究、
教育を目的として 1932 年に設立した
大倉精神文化研究所の附属図書館です。

わたしたちの図書館

群馬県高崎市根小屋町 741

2022 年
（令和４年）
10 月 1 日

泉大津市立図書館

大阪府泉大津市旭町 20-1 アルザ
タウン泉大津 4F

くみこう図書館

京都府立丹後緑風高等学校久美浜
学舎（京丹後市久美浜町橋爪 65）
あなたの知らない公立学校図書
館のリアルが、ここにある。

青翔開智中学校・高等学校

鳥取市国府町新通り 3 丁目 301
番地 2

今年の「ししょまろはん」はサテ
ライトにチャレンジ！
京都府立図書館の一室で、ししょ

南海泉大津駅から徒歩 1 分。ビ
ジネス支援サービスと学校支援
サービスに重きを置き、館内で

校舎の中心にラーニングセンタ
ー。探究を主軸に据えた教育と
学校図書館活動に取り組んでい

まろはんと図書館総合展
が楽しめる展示を行いま
す。京都で待ってます！

はほぼ毎日イベントを
開催する活気ある図書
館です。

ます。

福岡県福岡市博多区
東比恵二丁目 8 番 16 号

恩納村文化情報センター

沖縄県国頭郡恩納村仲泊 1656
－8

小田原駅東口図書館

神奈川県小田原市栄町 1-1-15
ミナカ小田原 6 階

九州に拠点を持つ出版社、家具メーカー、
用品メーカー…などなど、図書館業界の企
業が一同に介し、様々な企画を実施予定！

沖縄随一のリゾート地にある図書館で
す。海の見える読書席や、NTT と共同
実験中の AI を用いておすすめ絵本を

2020年に小田原駅隣接施設「ミナカ小田
原」6階にオープンした利便性の高い駅前
の図書館です。地域にゆかりの文化人や

また、現地には選書センター
もございます。皆さま、ぜひ
この機会にご参集ください！

紹介する「ぴたりえたっ
ち」も体験できます。そ
の他展示詳細は HP にて。

作家紹介、お城の見えるテラ
スなど、本と人、地域との新
しい出会いをお届けします。

東京都八王子市明神町 4-20-1
今年の南多摩はサテライトに登場。
情報センター・学習センター・読
書センターとして生徒の学びを支
える学校図書館を自由
に見学できます。司書
による解説もあり！

角川武蔵野ミュージアム

埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3
ところざわサクラタウン
「 ダ・ ヴ ィ ン チ ス ト ア Next
Stage」（10/29 ～ 12/4 開催予
定）では、本との出会いをアバ
ター、AI、メタバース
な ど の“DX” で 体 験
できます。

岩国市玖珂図書館

山口県岩国市玖珂町 4933 番地 2
2020 年 10 月に総合センター奏の 1 階
に移転開館。「本を手に！」を合言葉に、
15 ヶ所以上の展示と分類を超えた図書
の配置が特徴です。ある意
味で“図書館総合展の会場
から最も近い図書館”です。
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2022 年
（令和４年）
10 月 1 日

★ カンファレンス会場へ
ご来場ください！
会期中に２回、〈コンベンションの一式〉の揃った１日開催の会（＝カ
ンファレンス会場）を行います。講演・会議パートが充実の内容で「現
地で聴きたい」と思っていただけるものです。そしてフェイス・トゥ・
フェイスでこそ深まる関係があります。ぜひ足をお運びください。

★カンファレンスin機械振興会館（東京）
・日時：11月5日（土）
・会場：機械振興会館〈BICライブラリ〉
（東京都港区）
近所に専門・公共・大学の各館種図書
館の多い土地柄、
「未来へつなぐ─チャレ

図書館キャラクターの環 2022

ンジと連携」をテーマに、リアルな結び
つきを応援します。

〜遊んでいるようにみえて、かなり学びでもある〜

★カンファレンス in 鳥取

本展では、自館の図書館マスコットを全国の図書館関係者にお披露目する会、図書館キャラクターを“親

併催 = 都道府県立図書館サミット

善大使”にして他館と交流を深める場として、
「図書館キャラクター・グランプリ」を開催してきました。お
かげさまで、ご好評をいただき、今年で 8回目を数えます。

・日時：11 月 26 日（土）-28 日（月）
・会場：鳥取県 県民ふれあい会館／鳥取県立図書館（鳥取市）
26 日は違う館種のひとも見逃せない、ギガスクール進行中の学校教

●今年も賞をあらそうコンペティション色を下げ、忙中のひとときの息抜きを愉しんでいただくという趣旨
で種目を構成しています。
（とはいえ、本気の対戦型種目もあります）

育・学校図書館の話題を中心に、27-28 日（サミット）は、新館開館・
新館計画の続く県立図書館界から、デジタ

★都道府県立図書館サミット

ル化・設計建築等々さまざまな話題を。

特設ページ（鳥取県立図書館）
サミット参加申込み口、プロ
グラム詳細、
“県内注目館の
見学会情報”
（←
とてもおすすめ）
などを掲載。

【参加キャラクター（＋親御さん）募集中】
公認・非公認は問いませんが、機関・団体のオリジナルキャラクター
であること。
（図書館界に貢献しているキャラクターであれば、図書館
の所属ではなく、企業や自治体、NPO などのキャラクターも応募可能
です。
）
●実施種目

illustration by kumori, natsumimiura, dlib

◆《発表の広場》図書館キャラクターの環 2022
◆第 2 回 図キャラ紙相撲大会
◆記念手ぬぐいで図書館クイズの出題者になろう！

〈 あらまし読み 〉ワークショップ

◆「ジャパンサーチ de ジブンサーチ」大会

高大生へ読書支援をされている皆さん、読みの技術を見直してみませんか？

◆図キャラ交換留学生

●不読者５割の現状から、多くの生徒・学生に本を手に取ってもらいたいという思い
からです
●一人で黙読・通読を前提とする小説型の読書をやめ、新書などの一部分をクラスメ

書籍 ・ 資料 ・ 文書 ・ 美術品の管理の一式は、

ートとともに読みながら著者の思考軸を見抜きましょう。柔軟に頭を使う読書術で

カルチャー ・ ジャパンへ

す。

除菌 ・ 抗菌サービス ・文書保管サービス
★日時

11 月 5・12・19・26 日 14 ～ 15 時

★お申込み・お問い合わせは QR コードへ

★ 2022 連続フォーラム
コロナ禍前、本展では会期外に年 3回、各地の新館・注目館を会場に、運用を詳しくお聞きし、
現地をたっぷり見学し、共通の関心と問題意識をもつひとたちが集う１day のフォーラム（地域
フォーラム）を開催してきました。昨年よりこの趣旨を継いでオンライン＋αの〈連続フォーラ
ム〉を開催しております。
今年の開催について、アーカイブを公開しておりますので、ぜひご覧ください。

●フォーラム in 泉大津（5 月 28 日実施）

※本回は現地のコロナ感染急拡大のため、延期となりました。日程等を再調整しております。
少々お待ちください。
2023 年は、まず 6 月に“地域フォーラム”を復活。都留文科大学での開催を準備しています。

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。
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
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
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
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。
今回また次回も新たな方々と、来場・出展・登壇にお迎えし、

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「あなたも使える専門図書館」を、今年もハイブリッ
ドでお届けします。

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）

○フォーラム in 酒田（延期・日程調整中）

本展運営委員会は、図書館界の皆さまが、その枠組み、その

〜専門図書館を追いかけろ〜

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

●フォーラムinアジア経済研究所図書館（10 月2日実施）

【お願い １】本展を多くの方にご紹介ください。

専門図書館を
見に行こう

〈総合展内の専門図書館関連イベント・展示〉
防災科学技術研究所自然災害情報室、大宅壮一文庫、国立
女性教育会館、防災専門図書館、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、海事図書館、
国立アイヌ民族博物館ライブラリ、みどりの図書館東京グ
リーンアーカイブス、大倉精神文化研究所図書館ほか

【お願い ２】来 場 ア ン ケ ー ト お よ び
アワード投票にご協力く
ださい。
3 年目のオンライン開催と、サテライト会
場・カンファレンス会場のハイブリッド形
式でお送りしました本展はいかがでしたか。
来場・出展・企画参加の皆さまに、より充
実した内容をより快適な形でお送りすべく、
また新しい時代にふさわしい第 25 回の図書
館総合展を計画して参ります。そのための

ご後援への御礼
従来とは形式を大きく
変えての開催であるにもか
かわらず、今年も多くの官
公庁・諸団体の皆さまより
ご後援を賜り、無事開催を
迎えられそうです。
ここにあらためて感謝申し
上げます。

より豊かな情報交換の場をつくるため、本展をお

ご意見、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ろ

後援一覧は

です。

しくお願いいたします。

こちらから。

来年の予定
次回第 25 回図書館総合展は、今回同様
のオンライン開催（会期 = １カ月間）を
さらにご利用しやすいものの発展させつ
つ、それに加えて、4 年ぶりに横浜での
会場開催を行うよう準備をすすめており
ます（正式なかたちは今回同様、年度が
あけて５月に発表の予定で）
。
●オンライン会期：
2023 年 10 月 24 日（火）～ 11 月 23
日（祝）
●会場開催会期：
2023 年 10 月 24 日（火）・25 日（水）
詳細については、本展ウェブサイト、メ
ールマガジン、SNS 上でご案内さしあ
げます。
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