主催フォーラム

《フォーラム参加のお申込み》
丸善雄松堂フォーラムへは専用フォームよりお申込みください。
https://bit.ly/2m5vZU3

日 時

テーマ

会

次代の学習者像からとらえなおす図書館の支援
～教育の最新トレンドが示す未来の学びをもとに～
11月12日（火）
15:30 - 17:00

11月13日（水）

CONCEPT

〔パネリスト〕佐藤 昌宏（デジタルハリウッド大学大学院 教授、「未来の教室とEdTech研究会」
座長代理）
野末 俊比古（青山学院大学教育人間科学部教授、図書館長）
〔ファシリテーター〕 Edward Masui（丸善雄松堂株式会社）

10:00 - 11:30

第8回ゲスナー賞 授賞式
目録・書誌づくりをはじめとした情報の組織化を顕彰するアワード

11月13日（水）

Libraries for Life: シンガポール市民の居場所
～コミュニティー形成における図書館の役割を考える～

13:00 - 14:30

第８会場
Ｅ２０６

第１会場
アネックス
ホール２０１

第７会場
Ｅ２０５

〔共催〕図書館総合展運営委員会
〔講師〕宮原 志津子（相模女子大学学芸学部日本語日本文学科 准教授）

高等教育のICT化と図書館電子書籍
11月14日（木）
10:00 - 11:30

13:00 - 14:30

《会期》

《場所》

2019年11月12日（火）～ 14日（木）

パシフィコ横浜

10:00 - 18:00

ブース

展示ホールD・アネックスホール 他

➊ 図書館総合展会場内 小間番号「61」
❷ アートミュージアム・アンヌアーレ会場内 小間番号「A-4」

丸善雄松堂の出展について
第１会場
アネックス
ホール２０１

〔演題〕➊『主体的な学び』を支える東洋大学のICT環境
❷ 大学におけるアクティブ・ラーニングは、こう進める
〔講師〕松原 聡 （東洋大学副学長 博士（経済学））
藤原 喜仁 （東洋大学情報システム部 課長補佐）

今年、丸善雄松堂は、図書館総合展会場内でのブース展示や、計5
つのフォーラムを開催します。また、同時併催のアートミュージア

ブース内ミニプレゼン情報

11月14日（木）

丸善雄松堂 出展のご案内

場

ム・アンヌアーレ2019会場内において、「ミュージアム施設を多

これからの図書館等が担うべき地域教育・地域活性化について

第１会場
アネックス
ホール２０１

〔講師〕水田 功（文部科学省総合教育政策局 地域学習推進課長）
高田 恭功（丸善雄松堂株式会社 専務取締役）

昨年の丸善雄松堂ブースの様子

面的に支援する」商材・サービスをご紹介するブース展示を行いま
す。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

事前アポイントのご案内
《展示ブースのご案内》

➊ 図書館総合展会場内 小間番号「61」
❷ アートミュージアム・アンヌアーレ会場内 小間番号「A-4」

ブース内ミニプレゼン情報

➊
丸善雄松堂ブースでは、

「ゲスナー賞」は、丸善雄松堂が主催する、編纂に膨大な時間と労力が

会期中、以下のテーマでミニプレゼンを行います。

必要とされる目録・書誌づくりにおいて、その著作や研究活動を広く世

アンヌアーレ

会場内ブース

会場内ブース

「61」

「A-4」

《プレゼンテーマ（予定）》

受賞作品は公式サイトよりご確認いただけます。

《事前アポイント 3つのメリット》
✔ 時間指定が可能のため、効率的に展示会場をご見学いただけ
ます。

の度、第21回図書館総合展において「第8回ゲスナー賞」の授賞式を開
催します。受賞作品の展示もございますので、ぜひお越しください。

を行っております。

アートミュージアム・

に知らしめ、優れた作品を顕彰することを使命としたアワードです。こ
《開催日時》毎日、複数回開催予定 ※詳細は特設サイトをご覧ください。

スムーズにするため、事前アポイントの受け付け

❷

図書館総合展

➊「電子コンテンツ活用によるアクティブ・ラーニングの実践」
❷「事例と最新動向に触れるSD・FD研修」／海外図書館フィールド

丸善雄松堂ブースでは、お客様へのご案内をより

第8回ゲスナー賞

✔ 優先的にご案内しますので、お待たせいたしません。
✔ 商材・サービスの担当者がお迎えいたしますので、具体的な
お話が可能です。

《公式サイト》https://bit.ly/2pNZ605

事前アポイント申込締切 11月5日（火）

ワーク型研修

《事前アポイントのお申込み》https://bit.ly/2p07jxH

❸「創造的な学び」を促す学習支援／ファブスペース支援事業

第8回ゲスナー賞 授賞式
〔日時〕11月13日（水）10:00 - 11:30
休憩コーナー

〔会場〕第１会場アネックスホール201

詳細情報／お申込み

150年の感謝を込めて

※入場無料。どなたでもお越しいただけます。
※会期中（11/12～11/14）、図書館総合展会場内にて
受賞作品の展示も行います。

以下は「第21回図書館総合展 丸善雄松堂特設サイト」より

「丸善」は、2019年1月に創業150周年を迎えまし

ご確認いただけます。

た。これを記念し、現在、丸善雄松堂・丸善ジュン

《特設サイト》https://bit.ly/2kRLOO4

ク堂書店・丸善出版では、「未知をひらく、これか

✔ ブースでご紹介する商材・サービス・事例の詳細情報

《お問合せ》

✔ ブース内ミニプレゼンの詳細情報

丸善雄松堂 図書館総合展事務局

✔ フォーラムの詳細情報／お申込み

E-mail：my_lf@maruzen.co.jp

✔ 事前アポイントメントのお申込み

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル

らも。」を合言葉に、様々な企画を開催しています。
《詳細》「丸善」創業150周年記念サイト
出入口

出入口

http://150th.maruzen.co.jp/

書籍

学校の宿題
研究論文

展示のポイント

履歴書

今回の展示では、以下の3点を踏まえて「10年後も

AV資料

必要とされる図書館」について考えます。

ビジネス

デジタルアーカイブ

➊ 10年後の社会から「今」を見つめます
映像

「10年後の社会」に暮らす人びとの持つニーズ

データベース

を想定し、現在の課題を捉えなおします。

Input

❷ 利用者中心（ユーザー・セントリック）の視点

音楽

Output

「社会に暮らす人びと」がどのような考えで、何を

利用者

アート作品

必要としているかを中心に据え、それに対しどの
インターネット

ようなサービス（支援）ができるかを考えます。

多様なコミュニティー
における共創・共助

❸ 来場者の皆さまと共にデザインします

学生・研究者・生活者（地域住民）など

他の利用者との交流

「先の見えない時代」の図書館は、学生や研究者、

課題解決

生活者にとってどのような存在であるべきか、皆さ

データセット

んと共に考え、デザインします。
図書館の展示物

出展商材・サービス一覧

I

I

… Inputを支援する商材・サービス

国内最大級の機関向け電子図書館
Maruzen eBook Library

電子教科書でアクティブラーニングをサポート

O

Maruzen eText Service

I

電子版オリジナル教材の制作をサポート
教材制作支援サービス

学術コンテンツに特化した個人向けeBook
KW個人向けeBook

「知の拠点」の事例紹介

O … Outputを支援する商材・サービス

I

O

AR/VR

I

I

I

I

情報資産の利活用をトータルサポート
アーカイブ総合支援

グローバル人材を育てる洋書カタログ
洋書に触れる

「アルフォンス・ミュシャと麗しの書物たち」
ミュシャによる豪華挿絵本とポスターを展示します

事例と最新動向に触れるSD・FD研修
海外図書館フィールドワーク型研修

O

I

I

I

「創造的な学び」を促す学習支援

地域住民のニーズに応えるコミュニティー構築

ファブスペース支援事業

地域の活性化を支援する「知の拠点」づくり

選書×空間設計×運営で、場をトータル演出

学産官民連携による地域プラットフォームを構築

本のある場づくり BooQ®

知のワーキング

学びの講座の情報発信・運営を支援
Second Academy / Smart Academy

学びなおしの情報を発信するポータルサイト
マナパス ～社会人の大学等での学びを応援するサイト～

敦賀市知育・啓発施設のイメージ（資料提供：敦賀市）

