第 70 回長野県図書館大会
ご 案 内
期
時

日
間

令和２年１０月１７日（土）
午後１時 30 分～午後３時 30 分
（受付開始：午後１時）

写真：穂高蓼川クリアボート（安曇野）

長野県図書館大会企画運営委員会

第 70 回長野県図書館大会開催要項
１ 大会テーマ
『ＩＣＴ活用と災害に負けない図書館づくり』
２ 大会趣旨
昨年の台風 19 号、今年の新型コロナウィルスは人々に大きな災害をもたらし、長野県内の図書
館にも甚大な影響を及ぼしています。
「図書館に来てもらうこと」「紙媒体の情報を提供すること」を前提とした図書館サービスだけ
では、人々の知る権利、学ぶ権利を十分に保障することができないことを、私たちは身をもって体
験しました。
テレワークが普及し、ＷＥＢを使った会議も行われ、オンライン授業が始まっています。新型コ
ロナウィルスの影響やＩＣＴ（Information and Communication Technology）の進展により、図書
館も大きな変革の時代を迎えています。
ＩＣＴ活用と災害に負けない図書館づくりは、人々が必要な情報を入手し、生涯学び続け、地域
社会を存続させていくために、また、学校教育、大学教育において必要不可欠です。
ＩＣＴ活用と災害に負けない図書館づくりのために、本大会を新しいチャレンジへの第一歩とし
ましょう。
３ 期日
（１）期日 令和２年（2020 年）10 月 17 日（土）
（２）時間 午後１時 30 分～３時 30 分
受付開始 午後１時から
※大学専門図書館部会分科会の日程等については別に記載してあります。
４ 会場 安曇野市 豊科公民館 ＋ サテライト会場
５ 主催 長野県教育委員会 長野県図書館協会
共催 安曇野市教育委員会 長野県高等学校図書館協議会
公益社団法人信濃教育会 公益社団法人安曇野市教育会
後援 長野県市町村教育委員会連絡協議会 長野県ＰＴＡ連合会
長野県小学校長会 長野県中学校長会 長野県高等学校長会 長野県社会福祉協議会
６ 参加者 公共図書館 公民館図書室 小学校・中学校・高等学校の図書館
大学・短期大学等附属図書館 議会･病院・団体等の図書館 幼稚園・保育園
その他読書施設に勤務する者 教育委員会 図書館協議会の関係者 議会議員
保護者会・婦人会・婦人文庫・高齢者クラブ・ボランティア・NPO 等の方々や
企業関係者など、どなたでも参加できます。
７ 日程
（１）開会式（ビデオメッセージ）午後１時 30 分から
主催者あいさつ 長野県教育委員会教育長 長野県図書館協会長（大会長）
来賓あいさつ
安曇野市長

（２）分科会 午後１時 40 分～３時 30 分
ＷＥＢ開催とし、時間を区切って各テーマの発表と意見交換を行います。
日程

テーマ

発表者

13:40～14:00

ウェブを活用したコミュニケーションの場
づくり

14:00～14:20

デ ジ タ ル 図 書 館 ― 高 森 町 ほ ん とも Web 大洞静香（高森町立図書館）
Library― 開始と経過

14:20～14:40

高森町子ども読書支援センターがめざすもの

宮澤優子（高森町子ども読書支援
センター・高森北小学校）

14:45～15:05

令和元年東日本台風による水害と復旧について

坂田 博（千曲市立更埴図書館長）

15:10～15:30

動画配信によるオンラインサービスの展開「おう 青山志織（塩尻市立図書館）
ちで図書館を楽しもう」シリーズ
主会場

安曇野市豊科公民館大ホール

サテライト会場

森いづみ（県立長野図書館長）
朝倉久美（県立長野図書館）

所在地
安曇野市豊科 4289 番地 1

所在地

募集人員

備考

100

募集人員

県立長野図書館３階 学び・創造ラボ

長野市若里 1-1-4

30

上田市立上田図書館

上田市材木町 1-2-47

30

上田情報ライブラリー

上田市天神 1-8-1

10

市立小諸図書館 ホール

小諸市相生町 3-3-3

70

高森町立図書館

下伊那郡高森町下市田 2183-1

100

伊那市立伊那図書館

伊那市荒井 3417-2

25

備考

駐車場狭隘のた

松本市中央図書館 視聴覚室

松本市蟻ケ崎 2 丁目 4-40

30

め公共交通機関
をご利用くださ
い。
できるだけ公共

塩尻市北部交流センター（えんてらす） 塩尻市広丘野村 2069-1
会議室 101・102
（ＪＲ広丘駅から徒歩 1 分）

35

池田町交流センターかえで ホール

100

北安曇郡池田町大字池田3336−1

交通機関をご利
用ください。

（３）分科会の記録
当日の様子は動画ファイルとして記録します。後日、長野県図書館協会ホームページから視聴
できるように検討をします。
８ 参加申込
（１）参加費
無料
（２）申込方法
各会場ごと先着順とし、定員に達し次第締め切りとします。参加希望会場は、できるだけ
職場・自宅から最寄りの会場としてください。
（３）受付開始日 令和２年９月７日（月）ご協力ください。

≪参加申込≫
安曇野市図書館ホームページ
URL：https://www.city.azumino.nagano.jp/site/tosho/63889.html
① 職場、グループ単位で申し込む場合
参加申込書（エクセル版）を安曇野市図書館ホームページからダウンロードしていただ
き、大会専用メールアドレス（70th-taikai@city.azumino.nagano.jp）へ申し込んでくださ
い。
② 個人で申し込む場合
安曇野市図書館ホームページの「ながの電子申請サービス」から申し込んでください。
９ 大学専門図書館部会分科会の日程、テーマ、参加申込について
（１）日
時 令和２年（2020 年）10 月 16 日（金） 午後１時 30 分～３時 30 分
（２）開催方法 web 会議システム zoom を使用
※参加者は、各自ご自宅や職場からご参加いただきます。
（３）分 科 会
○テーマ「大学図書館の使命を果たすために －コロナ禍でできたこと、できなかった
こと、変わること－」
○基調トーク：渡邉匡一部会長
○事例報告：武田佳代（信州大学中央図書館）
○意見交換
（４）申込方法 信州大学中央図書館サイト内の web フォームからお申し込みください。
なお、申込フォームの URL が確定しましたら、信州大学中央図書館サイト
及び安曇野市図書館ホームページに掲載します。
※8 月末頃に申込フォームを公開する予定です。
（５）受付開始日 令和２年９月７日（月）ご協力ください。
１０ 諸連絡
（１）新型コロナウイルス感染症の感染状況により大会の内容、会場、募集人員等を変更する場合が
あります。変更の場合は、安曇野市図書館ホームページに掲載します。
なお、大会に参加される方は、感染防止対策のためマスクを着用していただくほか、各会場の
指示にご協力ください。
（２）大会資料は、当日、各会場の受付でお渡しします。
（３）長野県図書館協会のホームページでも大会のご案内を掲載します。
《参加申し込み・問い合わせ先》
第７０回長野県図書館大会事務局
安曇野市中央図書館
〒３９９－８３０３ 安曇野市穂高６７６５番地２
電話番号：０２６３－８４－０１１１
ＦＡＸ ：０２６３－８４－０１１６
安曇野市図書館ホームページ：https://www.city.azumino.nagano.jp/site/tosho/63889.html
参加申込専用メールアドレス： 70th-taikai@city.azumino.nagano.jp
長野県図書館協会ホームページ：https://www.nagano-la.com/
信州大学中央図書館サイト：https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/matsumoto/

