第 12 回 学術情報ソリューションセミナー

2016 in SAPPORO

The Age of Discovery

〜コペルニクス的転回を超えた学術情報の新たな波〜
主催：札幌医科⼤学附属総合情報センター、株式会社サンメディア

後援：北海道地区⼤学図書館協議会

学術情報流通の世界は新しい⼤きな変化の時代を迎えています。すでにオープンアクセスは世界の学術情報流通の半
数を越えようとしており、オープンデータの拡⼤や学術コミュニケーション内での情報共有の拡⼤、論⽂評価のオル
トメトリクスの進展に加えて、出版社の合併や学術システムベンダーの統合など、これまでの常識では容易に想定し
えない動きが始まっています。今回のセミナーでは、このような学術情報流通の新たな動きを皆様と⼀緒に捉えて、
その先に⾒えるものを模索するセミナーにしたいと思います。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

2016 年

7 ⽉ 15 ⽇（⾦）
10:00 〜 16:40（開場 9：30）

札幌医科⼤学記念ホール
札幌市中央区南 1 条⻄ 18 丁⽬

PROGRAM
9:30 〜

開場

10:00 〜 10:10

主催者挨拶

14:30 〜 14:45
14:45 〜 15:05

事例発表 2

他⼤学協働型のスキル継承のあり⽅

北⼤スラブ研だけにある
資料あれこれ
北海道⼤学 スラブ・ユーラシア研究センター
准教授 兎内 勇津流 様

11:20 〜 11:40

休憩

〜⻄洋古版本を扱うための知識を
より多くの図書館員に知ってもらうということ〜

10:10 〜 11:10 講演 1

11:10 〜 11:20

私⽴⼤学図書館協会東地区部会研究部 ⻄洋古版本研究分科会

ティムソン・ジョウナス 様

15:05 〜 15:30

国際研究者識別⼦ ORCID
ーいま図書館員が
知らなければいけないこと

休憩
セッション１

ORCID, Inc. 宮⼊ 暢⼦ 様

学術情報のトレンドと最新情報

シュプリンガー・ネイチャー
Thieme Publishing Group / Mary Ann Liebert /
American Society of Plant Biologists

11:40 〜 12:00

15:30 〜 15:50

北海道⼤学附属図書館

梶原 茂寿 様

〜 ArticleDirect＋
フルサービスドキュメントデリバリー〜
株式会社サンメディア e-Port
前⽥ 亜寿⾹ 、⼤和⽥ 啓太

15:50 〜 16:00
16:00 〜 16:35

ランチ会を開催！

セッション３

20 分で暴く！
ディスカバリーサービスの正体
株式会社サンメディア e-Port
続編

13:00 〜 14:00 講演２

⾺淵 沙織

オープンサイエンス推進と研究⽀援
〜⼤学図書館のあらたな挑戦〜

⿅児島⼤学 学術情報部 情報管理課
学術コンテンツ係 北⼭ 信⼀ 様

セッション 2

学術情報のトレンドと最新情報

⻑⾕川 智史

⿅児島⼤学における
データベースガイダンスの事例と
Summon 利⽤動向

東京⼤学附属図書館 事務部⻑
尾城 孝⼀ 様

ワイリージャパン
プロクエスト⽇本⽀社
株式会社カルガージャパン

休憩

Summon の導⼊事例
〜 ディスカバリーサービスがつくる「NEXT」〜

ランチ & 休憩

お弁当を持参して、⼀緒にランチをしませんか。
サンメディアスタッフもご⼀緒させていただきます。

14:00 〜 14:30

e-Port Update
サンメディアの⽂献⼊⼿ソリューション

事例発表 1

北海道⼤学学術成果コレクション
HUSCAP のダウンロード分析でみる
オープンアクセスの効果
12:00 〜 13:00

参加費

無料

16:35 〜 16:40

閉会の挨拶

18:00 〜

情報交換会
会場：サッポロファクトリー
（札幌市中央区北 2 条東 4 丁⽬）

※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。
※弊社のお客様を対象としたセミナーです。お申込みはお客様を優先する場合がございます。
※本セミナーに関する内容を雑誌に投稿される場合は、サンメディアまでご連絡をお願いいたします。連絡先は裏⾯をご覧ください。

参加のお申込みはこちらから

http://www.sunmedia.co.jp/solution2016

参加された⽅の声
※2015 年の第 11 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

幅広いテーマについて最近のトレンドを知ることが出来て

⾮常に有意義でした。

あらたな刺激を得ることが出来ました！
⼀⽇で盛りだくさんの情報を得ることが出来た！
びっくりすることばかり
でした。

毎年参加しています。
図書館員の新たな存在意義とは何なのだろうかと

考えるきっかけになりました

⼤変勉強になりました

未来志向で実⽤的な内容で

⼀度にきくことができて良かった

出版社のブースでは⽇頃気になっていた製品について

※写真は 2014 年ソリューションセミナー札幌会場の様⼦です。

スタンプラリーを今年も開催！
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！

ACCESS MAP

ＪＲ札幌駅
地下鉄札幌駅

⻄ 18 丁⽬駅

地下鉄
最寄り駅：東⻄線「⻄ 18 丁⽬」

⻄ 11 丁⽬駅

⼤通駅

札幌市電

札幌医科⼤学

経路：札幌駅・⼤通駅から

地下鉄東⻄線

⻄ 15 丁⽬

中央区役所前

⻄ 8 丁⽬

地下鉄東豊線

・道庁

札幌市中央区南 1 条⻄ 18 丁⽬

地下鉄南北線

会場： 札幌医科⼤学記念ホール

⻄ 4 丁⽬

南北線「さっぽろ」駅（JR 札幌駅直結）から「⼤通」駅（2 分）
「⼤通」駅で東⻄線「宮の沢」⾏に乗換え「⻄ 18 丁⽬」駅（4 分）下⾞
「⻄ 18 丁⽬」駅 6 番出⼝より徒歩分から徒歩 5 分

市電

札幌医科⼤学構内図

すすきの駅

札幌医科⼤学記念ホール

最寄り駅：
「⻄ 15 丁⽬」
経路：
「⻄ 4 丁⽬」駅から「⻄ 15 丁⽬」駅（12 分）下⾞
「⻄ 15 丁⽬」駅から徒歩 2 分

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。
協賛：

⼀般社団法⼈ 学術著作権協会

協⼒出版社：

IOPP 英国物理学会出版局東京事務所、Ex Libris, a ProQuest Company、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・ネイチャー、Thieme Publishing Group / Mary
Ann Liebert / American Society of Plant Biologists、プロクエスト⽇本⽀社、ワイリージャパン

[ あいうえお順 ]

Content Solutions Company

株式会社サンメディア e-Port カンパニー
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

