第 10 回

学術情報ソリューションセミナー 2014 in ⼤阪

学術情報の現在・過去・未来

〜 Find missing pieces 〜

最近 9 年間に世界で発表された研究論⽂数は 2 倍に増えたという驚くべき報告があります。⼈類の社会⽣活を豊かにする科学技術の急速な発展、医療の⾰
新的な発展は、これらの膨⼤な研究活動の成果です。⼀⽅、膨⼤な学術情報を適切で円滑に流通させることは、出版や図書館、学術流通にかかわるすべての関
係者にとって⼤きな使命となっています。学術情報ソリューションセミナーは今年で第
学術情報ソリューションセミナーは今年で第 10 回⽬を迎えます。また、弊社も
回⽬を迎えます。
11 ⽉には創⽴ 50 周年を迎えます。
この節⽬にあたって、学術情報流通の過去、現在、未来を考えるための⼀助となるような企画を考えました。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

⽇時
9:00 〜

開場

9:30 〜 9:35

主催者挨拶

9:35 〜 10:20

講演 1

PROGRAM

探索的検索 情報へのアプローチの変化

関⻄⼤学 総合情報学部 教授

10:20 〜 10:50

講演 2

松下 光範 様

医療従事者に適切な学術情報を
－医学中央雑誌刊⾏会 110 年とこれから

医学中央雑誌刊⾏会 データベース事業部 部⻑ 松⽥ 真美 様

10:50 〜 11:00

休憩

11:00 〜 11:50

セッション１

学術情報のトレンドと最新情報

IOPP 英国物理学会出版局⽇本事務所
ワイリージャパン
株式会社カルガージャパン

11:50 〜 12:05

講演３

12:05 〜 13:20

ランチ & 休憩

13:20 〜 14:05

講演４

武智 則之 様

14:05 〜 14:15

休憩

14:15 〜 14:25

プラチナスポンサー挨拶
⼀般社団法⼈学術著作権協会 常務理事

医中誌 Web Update
株式会社サンメディア

14:40 〜 14:55

e-Port Update

14:55 〜 15:05

休憩

15:05 〜 16:15

セッション２

尾城 孝⼀ 様

さらに使いやすくなった医中誌 Web
バージョンアップのご紹介

前⽥ 亜寿⾹

⼤和⽥ 啓太・宍⼾ 茉莉・⼟屋 真実

ディスカバリーサービスの未来を読み解く
〜 Summon の導⼊事例から〜

「わかる！ディスカバリーサービス Summon 2014」
株式会社サンメディア

「TAF Search

⻑⾕川 智史

導⼊と現状」

天理⼤学 総合教育研究センター 図書館学 教授
京都⼤学附属図書館 情報管理課 システム管理掛

ドリンク＆コミュニケーション

16:40 〜

閉会の挨拶

ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター
⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３－１
グランフロント⼤阪ナレッジキャピタルＢ２

参加費

無料

定員

100 名

ご来場時の服装につきまして

弊社スタッフは上着やネクタイを着⽤しないビジ
ネスカジュアルスタイルでセミナー運営にあたり
ださい。

サンメディアのコーポレートカラーが「⻘」
だということをご存知でしたか？サンメディ
アは 1964 年に創⽴し、今年で 50 周年を迎え
ます。50 周年を記念して、今年は「⻘」で会
場を盛り上げていきます！皆様も当⽇、どこ
かに⻘いものを⾝に着けてきていただき、⼀
緒に会場を盛り上げていきましょう！皆様の
ご参加をお待ちしております。
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お申込みフォーム
http://www.sunmedia.co.jp/form

楽しいミニイベントも開催！

会場で楽しいミニイベントも開催します。
休憩時間を利⽤してぜひご参加ください！

スタンプラリー
⼭中 秀夫 様

「京都⼤学附属図書館における Summon 導⼊事例」
16:15 〜 16:40

場所

野間 豊 様

あたらしい論⽂⼊⼿ソリューション
PierOnline、ArticleDirect のご紹介

株式会社サンメディア

9:30 〜 16:40（開場 9：00）

SUNMEDIA BLUE キャンペーン！

学術情報流通の課題と展望
－オープンアクセスと⼤学図書館

国⽴情報学研究所 学術基盤推進部 次⻑

7 ⽉ １⽇ （⽕）

ます。暑い折ですので、どうぞ軽装にてお越しく

One ProQuest ―75 年のあゆみとこれから

プロクエスト⽇本⽀社

14:25 〜 14:40

ネイチャー・パブリッシング・グループ
シュプリンガー・ジャパン株式会社

2014 年

⼤綱 浩⼀ 様

※プログラムは変更となる場合がございます。ご了承ください。

学術情報ソリューションセミナーは下記の皆様にご協⼒をいただいております。
プラチナスポンサー

⼀般社団法⼈ 学術著作権協会

恒例のスタンプラリーを今年も開催します。出展出版
社のブースをまわってスタンプを集めると、抽選で素
敵な賞品が当たります！

ブック交換コーナー
昨年好評だったブック交換コーナーを今年も設置しま
す。おすすめの本や読み終わった本を持ち寄って交換
しませんか？本を持って来ていただいた⽅は、他の⽅
の本と交換して持ち帰ることが出来ます。

七⼣コーナー
会場に七⼣コーナーを設けます。短冊に願いを書いて
みませんか？みんなの想いが集まれば願いがかなうか
もしれません。

協⼒出版社

IOPP 英国物理学会出版局⽇本事務所、英国王⽴化学会 /Thieme（ティーメ）/Mary Ann Liebert 出版社、OUP オックスフォード⼤学出版局株式会社、株式会社カルガージャパン、
シュプリンガー・ジャパン株式会社、ネイチャー・パブリッシング・グループ、ProQuest ⽇本⽀社、ワイリージャパン

[ あいうえお順 ]

参加された⽅の声

※2013 年の第 9 回学術情報ソリューションセミナーで実施したアンケートより抜粋

わかりやすく、⾯⽩かった。ディスカバリーサービスに

参考になった。スタッフへの良い⼟産話

ついて利⽤者側からの直接的な意⾒があり、
とても参考になった。

ができました。

とても内容が濃い。

盛りだくさんの内容と⼿厚いもてなしで有意義

で⼼地よい時間を過ごすことが出来
ました。

とても勉強になりました。

今後の業務における

多くのヒントをもらった

⾮常に興味深い内容ばかりで参加

毎年楽しみにしています。

⼤変刺激的で⾯⽩い、
しかも深い内容でした。

事例報告が⾃館の状況と似ていたので、⼤変

できてよかったです。

学術情報の最新の動向を知ることが
出来ました。

本学に取り⼊れたい内容が
たくさんありました。
貴重な情報の数々に感謝です。

会場が寒かった…

今年は空調がききすぎ
ないようにします！

昨年の会場の様⼦（⼤阪会場）

好評だったブック交換コーナー。読み終わった
本を置いて、誰かが持ってきた本と交換できま
す。⾃由に願い事を書ける七⼣コーナーも。

出版社展⽰ブースの様⼦。発表できけなかった
ことや、普段から相談したかったことなどお気
軽にお話しいただけます。

会場内の様⼦。たくさんの⽅が真剣に講演に⽿
を傾けています。毎年満席となります。

ACCESS MAP
・ＪＲ「⼤阪駅」より徒歩 3 分

会場： ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

・地下鉄御堂筋線「梅⽥駅」より徒歩 3 分

⼤阪府⼤阪市北区⼤深町３－１グランフロント⼤阪ナレッジキャピタルＢ２

・阪急「梅⽥駅」より徒歩 3 分

▼JR ⼤阪駅 2F 中央北⼝からセミナー会場への経路
グランフロント⼤阪
グランフロント⼤阪
オーナーズタワー

北

館

タワーC

北

JR⼤阪駅

インターコンチネンタル
ホテル⼤阪

南
タワーB

タワーA

オフィス

オフィス

オフィス

ナレッジキャピタル
ピタル

JR ⼤阪駅 2F 中央北⼝ ( 三越伊勢
丹と LUCUA の間 ) にグランフロ
ントへの連絡デッキがあります。
この連絡デッキを渡って、1 つ⽬
の建物 ( 南館 ) と次の連絡デッキ
を直進します。

2

2 つ⽬の建物 ( 館 ) 内の「コンベ
ンションセンター B2」へのエスカ
レータ ( 左⼿に「Samsonite」が
あります ) で、1 階まで降ります。

3

右⼿奥側にあるエスカレータで地
下 2 階まで降ります。

館

南

1

2
ショップ＆レストラン

3

1

2F 連絡デッキ

ノースゲート
ビルディング

3F 改札⼝
2Ｆ中央北⼝
1Ｆ中央改札⼝

ナレッジキャピタル

コングレコンベンションセンター
※JR 以外の路線から JR ⼤阪駅 2Ｆ 中央北⼝へお越しになる場合
・阪急線 阪急梅⽥駅 2 階の中央改札⼝をご利⽤になるのが便利です。( 中央改札⼝へはホーム中ほどにある階段を降ります。)

2 階の阪急神⼾線側の出⼝から JR ⼤阪駅⽅⾯への歩道橋を利⽤して、LUCUA( ノースゲートビルディング ) の外側を通り、
JR ⼤阪駅 2F 中央北⼝までお越しください。

・阪神線・地下鉄各線

JR ⼤阪駅 1 階の中央改札⼝前をグランフロント⼤阪⽅⾯へ進み、エスカレータで 2 階 中央北⼝までお越
しください。

Content Solutions Company

株式会社サンメディア e-Port カンパニー
東京本社

〒164-0012 東京都中野区本町 3-10-3 PORT ビル
Tel：03-3299-1575
Fax： 03-3374-1410

e-mail： e-port@sunmedia.co.jp

⼤阪オフィス 〒550-0003 ⼤阪市⻄区京町堀 1-3-3 肥後橋パークビル 4F
Tel：06-6444-7720
Fax： 06-6444-7730

