Because what is known must be shared.®

2017 OCLC アジア・パシフィック地域（APRC）会議

開催のご案内

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
紀伊國屋書店は 1986 年から 30 年余に渡り、世界最大の図書館共同体 OCLC の日本における代理店として、日
本の図書館の OCLC への参加ご案内やサービスの利用サポートに努めて参りました。そして本年は、1967 年に米国で
OCLC が設立されてから 50 周年の節目の年に当ります。この記念すべき本年に OCLC アジア・パシフィック地域会議
（APRC）の年次総会が OCLC と早稲田大学の共催により、下記の通り開催される運びとなりました。
皆様方にはご多忙とは存じますが、何卒ご出席を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

会議

OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting（APRC 会議）
使用言語

英語（同時通訳あり）

弊社特設サイト

http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/aprc2017.htm
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にして参りたいと考えております。

日程/場所

本会議

平成 29 年

11 月 29 日（水）9：00～17：00
11 月 30 日（木）9：00～15：30
※開始／終了時刻は多少前後する場合がございます。

早稲田大学国際会議場 （東京都新宿区西早稲田 1-20-14）
レセプション

11 月 29 日（水）18：00～
リーガロイヤルホテル東京 （東京都新宿区戸塚町 1-104-19）

図書館ツアー

11 月 30 日（木）夕方

早稲田大学図書館（先着申込）

12 月 1 日（金）午前

国立国会図書館（先着申込）

※期間中、会議参加者は、早稲田大学図書館に自由に入館できます。

参加費

10 月 1 日まで

＄125（OCLC メンバー館、非メンバー館ともに）

10 月 2 日以降

＄185（OCLC メンバー館）/ ＄225 （非メンバー館）

※11 月 12 日申込締切
※参加費用には、会議参加費、昼食（2 日分）、レセプション参加費が含まれます。
※メンバー館かどうか不明な場合は、下記までお問い合わせください。

申込

弊社特設サイトの「申込」から直接お申込みください。
弊社特設サイト http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/aprc2017.htm

問合先

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
紀伊國屋書店 OCLC センター （担当）田村、笹川
E-mail oclc@kinokuniya.co.jp

TEL 03-6910-0516

FAX 03-6420-1359

Dear Librarian,
I am honored to invite you to the annual OCLC Asia-Pacific Council Meeting.
This year, the Meeting takes place on November 29-30 in Tokyo. With its unique combination
of traditional and modern elements, Tokyo is the city of innovation and inspiration. We are
extremely grateful that our event will be at Waseda University, one of the most prestigious
private universities in Japan due to its history and traditions. Special thanks to Prof. Yoshiaki
Fukazawa, Waseda University Library Director, who is helping us to host the event this year.
The theme of the Meeting is: Hello, I am the Smarter Library. We live in the age of Alexa, big
data, autonomous cars, smart everything. We will therefore look at what this means for
libraries, their services and their values. Together we’ll look at how “smarter libraries” can
remake user experiences to be more customized, effective and intuitive.
The Asia-Pacific Regional Council Meeting is a chance to meet, network and discuss important
challenges of the day with peers from other countries. We truly hope you will be joining us.
Eric van Lubeek
Vice President, Managing Director EMEA and APAC, OCLC
図書館の皆様
皆様を OCLC アジア太平洋地域評議会会議に謹んでお招きいたします。
今年の会議は 11 月 29 日〜30 日に東京で開催されます。伝統と現代の要素がユニークに融合した東京は、革新とインスピレーションの街
です。私たちは、このイベントが歴史と伝統に培われた日本で最も有名な私立大学のひとつである早稲田大学で行われることを非常に嬉
しく思っています。今年のイベントの主催者である早稲田大学図書館長の深澤良彰先生に心より感謝申し上げます。
ミーティングのテーマは、
「Hello. I’m the Smarter Library」です。私たちは Alexa、ビックデータ、自動運転をはじめ、あらゆるスマート
なものに囲まれた時代に生きています。このことが図書館、そのサービス、およびその価値にとって、何を意味するのかを見てまいりた
いと思います。私たちは一緒に、「スマートな図書館」がよりカスタマイズされ、効果的で直感的な利用者体験をいかに刷新できるかに
ついて考えていきます。
アジア太平洋地域評議会会議は、他の国の仲間と出会い、ネットワークを作り、今日の重要な課題を議論する絶好の機会です。皆様のご
参加を心よりお待ち申し上げます。
エリック・ヴァン・ルベック
OCLC 副社長
欧州中東アフリカ/アジア太平洋地域統括

世界への視野と足元への視野をともに
早稲田大学図書館長
OCLC グローバル評議員会評議員
同 アジア太平洋地区評議員会評議員
深澤 良彰
世界的な図書館共同体である OCLC は、アメリカ地区、ヨーロッパ地区、アジア太平洋地区の３地
域に分割されて運営されています。そして、この３つの地域を統括するグローバル評議会が３地域評
議会の上に置かれています。この中で、アジア太平洋地区は、23 ヶ国、1700 余の図書館から構成されています。我が国
における OCLC への参加館数は、アジア太平洋地区では、オーストラリア、ニュージーランドに続いて、第３位を誇り、
170 余の図書館がメンバーとなっています。この理由は、GIF (Global ILL Framework) プロジェクトを多くの図書館で
活用してきたからです。しかし、この GIF も、国立情報学研究所はそのサポートを停止することを決定しています。その
後は、どうなるのでしょうか？ まさに足元の問題です。
みなさんの中には、
「ウチの図書館は、NACSIS ベースだし、OCLC とは関係ない！」とかと思っている方はいらっし
ゃいませんか？

決して、そんなことはないのです。

一方、アジア太平洋地区の多くの国々は、非英語国であり、我々が日本語についてもっているのと同種の悩みをもって
います。アジアの先進的な図書館がどのような施策をとっているかを知り、みなさんの図書館をより魅力的な図書館にす
ることができるはずです。
11 月 29 日、30 日に、早稲田大学の国際会議場でお会いしましょう。

本件に関するお問い合わせ先
下記の弊社 OCLC センター又は、最寄りの営業部（所）へお願いいたします。
株式会社紀伊國屋書店 OCLC センター
〒153-8504 東京都目黒区下目黒 3-7-10
TEL 03-6910-0516

FAX 03-6420-1359

E-mail oclc@kinokuniya.co.jp
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東京都目黒区下目黒 3-7-10
札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 7 SAPPORO 55 3F
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千葉市花見川区幕張本郷 1-11-9 コスモプラザ
水戸市南町 3-4-57 水戸セントラルビル
さいたま市浦和区常磐 7-3-16 ジブラルタ生命浦和

 (043) 296-0188 Fax (043) 296-0266
 (029) 227-2461 Fax (029) 227-2041
 (048) 822-0775 Fax (048) 822-0765

宇都宮市馬場通り 3-1-1 宇都宮パルコ 8F
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武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 成蹊大学学生会館内
横浜市港北区新横浜 3-18-14 住生新横浜第２ビル 5F
海老名市中央 2-4-8 ニコービル 4F
静岡市葵区日出町 1-2 静岡住友ビル
平塚市北金目 1-1 東海大学 8 号館
名古屋市中区栄 5-27-12 富士火災名古屋ビル 7F
豊中市蛍池東町 4-6-23
豊中市蛍池東町 4-6-23
京都市中京区御池通間之町東入高宮町 206 御池ビル
金沢市北安江 1-3-24
金沢フロントビル
岡山市北区中山下 2-2-1 エスパス岡山 9F
広島市中区東千田町 2-9-57 広電タワービル 4F
松山市千舟町 5-5-3 EME 松山千舟町ビル 7F
福岡市博多区博多駅南 1-3-11 KDX 博多南ビル 6 階
熊本市中央区花畑町 4-1 太陽生命熊本第２ビル 8F
鹿児島市西千石町 17-3 太陽生命鹿児島第２ビル 8F
那覇市首里石嶺町 4-99-1 まるしんビル
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