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saveMLAKとしての 2年目を迎えて
—忘れないためにすべきことを探して

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

4つの流れを発展的に統合する形で saveMLAKの活動が
始まってから 1年が経ちます。この間、表に出ないものを
含め、実に様々な活動を行ってきました。私たちの支援活
動に関わってくださった方々、そして何よりも私たちの支
援を受け入れてくださった方々に、心からの感謝と敬意を
捧げます。
さて、一年という時間の中で達成できたこともあれば、
不完全で終わっていることもあります。何より、震災前に
当たり前のようにできていたことをいまだなお回復できて
いない方々が多数いらっしゃいます。
震災前の当たり前を取り戻すことを、最低限の目標とし
て、引き続き saveMLAk という活動を続けてまいります。
いまだからこそ、あるいはいまからでも、皆さまの続けて
の、あるいは新たなるご参画をお願いできれば幸いです。
せめて、忘れないことが大切です。そして、そのために一
人ひとりができること、すべきことを大事にしながら 2年
目の活動となりますように。

【saveMLAKプロジェクトリーダー：岡本真】

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

石巻市立小学校 2校の学校図書館支援

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

石巻を中心に子どもの学びと遊びを支援するボランティ
ア団体「プロジェクト結」の 2回目の要請を受けて、2012
年 3月 29日・30日に、2名（子安、中山）が支援に行き、
プロジェクト結の方々と作業しました。

29 日午前中は橋浦小学校に行きました。現在、相川小
と吉浜小が同居中で教室が足りず、2 階のオープンスペー
スに臨時の図書コーナーを設置する予定です。その排架レ
イアウトの相談を受けました。昇降口上の吹き抜けをぐる
りと囲むように棚を並べ、階段を上がると右が文学や絵本
コーナー（読書センター）、左が 0類から 8類の知識の本と
図鑑百科事典のコーナー（学習情報センター）として、両
者の本をいつも目にするのはどうかと提案をしました。平
成 25 年度に 3 校が統合して新設校となる予定なので、図
書はそれに備えて一元管理となるように整理していく予定
です。今後、分類整理一斉作業をしたいということでした。

29日午後と 30日は、釜小学校図書館支援。今年度購入
図書や寄贈された本が棚に入りきらない状態になっていた
ため、破損本や複本、やや情報の古くなっているものを書
庫にいれました。廃棄は先生方の判断を待ちます。中央に
あった移動可能な書棚を壁際に移動して、手前の閲覧机と
後方のコンピュータ机との間にマットを敷ける空間を作り
出しました。図書を排架し直しました。
どちらの学校も分類排架をきちんとできるプロボノの手
が今後も必要です。学校の要望を吸い上げ、支援活動の時

期をコーディネートできるプロジェクト結からの連絡を
以降も待ちたいと思います。これから統合される学校もあ
り、図書館蔵書管理システムが上手く導入されるといいと
感じています。 【中山美由紀】

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

LODチャレンジ最優秀賞受賞報告

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

授賞式にて賞状を受け取る加藤さん 表彰状

去る 3 月 8 日 (木) に慶應義塾大学三田キャンパスで
行われたセマンティック Web コンファレンス 2012 に
て、LOD チャレンジ 2011 の授賞式が行われました。
合計 73 の応募作品（うちデータセット部門 21 件）の
中から、見事 saveMLAK がデータセット部門の最優秀
賞を受賞しました。東日本大震災において被災した各
施設の被災情報等、必要とされている情報を発信する
もので、LOD の精神に則った非常に良いデータセッ
トである等の点が評価されました。LOD チャレンジの
受賞結果については http://lod.sfc.keio.ac.jp/
challenge2011/result2011.html で公開されてい
ます． 【加藤文彦】

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

「震災記録を図書館に」キャンペーンに
協力しています

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

被災地図書館を中心として、震災関連の資料を収集して
います。 出版物（書籍、雑誌）はもちろん、チラシやポ
スターなど、現物資料を多くの図書館が収集、保存を積極
的に進めています。より多くの方々に知っていただくため
に、「震災記録を図書館に」というキャンペーンを行って
います（公式サイト http://www.library.tohoku.
ac.jp/shinsaikiroku/ ）。saveMLAK はこの活動に
賛同し、協力をしています。

saveMLAK はこれまで、呼びかけ団体との情報交換会
に出席して、震災関連資料の収集方法、整理方法、公開方
法についてやキャンペーンのやり方などを、呼びかけ団
体と一緒に検討してきました。また、キャンペーンにつ
いては、ポスターやバナー作成のコーディネートを行っ
たり、広報したり、saveMLAK 内にページを作成したり
（http://savemlak.jp/wiki/shinsaikiroku）な
どを行ってきました。
このキャンペーンはまだまだはじまったばかりです。皆
さんもポスターやチラシを印刷して、身近なところへ配布
していただけるとうれしいです。ポスターやチラシの PDF
は、saveMLAKのページにあります。
また、他にもなにか saveMLAK でできそうなことがあ
ると思います。新たなプロジェクトを立てたりなどあるか
もしれません。その際はご協力おねがいいたします。

【江草由佳】
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「震災記録を図書館に」キャンペーンポスター

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

「東日本大震災復興支援活動報告会」

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

霞が関の「民設民営公民館」、霞が関ナレッジスクエアで
は 2011年 1月より「新しい公共」を目指す官民の関係者に
よるランチミーティングを月 1回開催し、東日本大震災以
降は被災地の復興支援に向けた各省の政策、NPOや企業の
取組に関する情報交換を行ってきました。震災後 1年経っ
た 3 月 12 日（月）、これまでの取組を広く社会に公開し、
交流する報告会が開かれ、神代より saveMLAK の活動に
ついて報告しました。会場は立見が出るほどの盛況で、参
加者の中からは「震災直後から図書館の復興を支援すると
いうのは浮世離れしていないか」といった鋭い質問も出さ
れ、発表会後の懇親会も含め活発な意見交換が行われまし
た。また会場の外では saveMLAK メンバーによるクリア
ファイル販売も行われました。
発表と質疑の様子は以下のサイトから動画でご覧にな
れます。http://www.kk2.ne.jp/seminarevent/
sem_spc33.html 【神代浩】

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

3月の saveMLAKウィキ!

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

このコーナーでは、2月から毎週 1回発行を始めた「今
週の saveMLAK ウィキ！」の前月 1 か月分のおまとめ版
を掲載します。
◇ 3 月 の 編 集 者 の 方 々（ 期 間：2012/02/26(Sun) -
2012/03/31(Sat)）（順不同、IPアドレス・bot・SPAMによ
る編集除く）
総編集回数：1,560回

8回 Arg
120回 Baronagon

3回 Fumi
1回 I2k
2回 Itono
4回 K tsucchii

12回 Kabe dtk
1回 Kosuke Tanabe

31回 Librarius I
55回 Lomolib

2回 Magepa
282回 Masao
88回 Minoritomizawa

3回 Museumya

15回 Nakayamam
1回 OpenIDユーザー 3

10回 Sabarya
95回 Suedam.openid.ne.jp

682回 T.kawakami
29回 Ta niiyan

1回 Takeshi Fujiwara
2回 Tfjwr
4回 Tzhaya

57回 Waterperiod
33回 Yegusa
14回 かみよ

3回 ふじたまさえ
2回 土屋慶丞

◇ひとこと・ふたこと（「今週の saveMLAKウィキ！」No.3）

今週は、学校施設ページの一括登録もあり、総施設ペー
ジ数がなんと・・・21,221ページとなりました！
まだ、名称・よみ・住所・電話番号の一部が登録されて
いない施設ページが 2,200 ページ強ありますので、1 日 1
善ならぬ、1日 1更新いかがですか？基本情報の加筆が必
要なページの一覧は以下からご参照くださいませ。
カテゴリ:施設データ加筆待ち
◇ひとこと・ふたこと（「今週の saveMLAKウィキ！」No.4）
今週（2012/3/4～3/10）は、学校施設ページの一括登録、

jdarchiveへの登録、英語化、プレスリリース発表など様々
な編集がありました。特に、施設ページ数は 21,928ページ
（2012/3/11 21：28現在）にもなりました。
プレスリリースでも発表しましたが、saveMLAK プロ
ジェクトメンバーでもある NII の加藤さんが代表で応募
した「Linked Open Dataチャレンジ Japan 2011」で、なん
と・・・「データセット部門最優秀賞」を受賞しました！
誉められたくて活動をしているわけではないけれど、
やっぱりだれかに認めてもらえるとうれしいし、励みにな
りますね。
東京は少しずつ暖かくなってきました、みなさんのお住
まいの地域はいかがですか？
◇ひとこと・ふたこと（「今週の saveMLAKウィキ！」No.5）
今週（2012/3/11～3/17）は、急ではありましたが第 10回
うきうきウィキ祭りが開催（3/11）されたこともあって、初
めて編集に参加された方や、久しぶりの方もいらっしゃい
ましたね。総編集回数も 1週間で 500回以上となったよう
です。
先日発行された「NewsLetter 3月号」はお読みになりま
したか？
毎週発行しているこの「今週の saveMLAKウィキ！」の

1カ月分まとめたものを今回から掲載することにしました。
編集回数が合計値になっているだけですので、特に新しい
ものはないのですが。
◇ひとこと・ふたこと（「今週の saveMLAKウィキ！」No.6）
今週（2012/3/18～3/24）は、学校施設ページの編集を中
心に編集が進んだ他、「被災地に本を送る活動」ページも編
集がありました。
施設のよみが入力されていないページが 1,400ページほ
どあるので、今月中に残り 1,000ページぐらいにできると
いいなと思っています。
よみ未入力のページ一覧：[[Category:施設よみ未付与]]
◇ひとこと・ふたこと（「今週の saveMLAKウィキ！」No.7）
今週（2012/3/25～3/31）は、MeetUpの開催による関連
ページの編集が多くありました。ただ、編集者は多かった
のですが、年度末の最終週ということもあってか編集回数
は先週までと比べて少なかったですね。

4 月になって落ち着いてきたら、またみなさんの編集が
増えるといいなと勝手に思っています。

3 月 31 日にて契約は終了しましたが、saveMLAK ウィ
キの編集はできる範囲で、「今週の saveMLAK ウィキ！」
は毎週 1回お送りする予定にしております。 【川上努】

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

Wiki統計 3月末現在

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

saveMLAK ML登録数 287 (+2)
総Wiki編集者アカウント数 321 (+6)
Wiki編集回数の総計 112,475 (+3557)
総Wikiページ数 27,315 (+920)
総Wiki施設ページ数 22,343 (+975)
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]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

3月の出来事と今後の予定

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

• 2012年 2月 26日～3月 11日
– 協力イベント：saveMLAK協力「震災からよみが
えった東北の文化財展」
於：東京都立中央図書館（4 階企画展示室及び多
目的ホール）

• 2012年 3月 2日～3月 4日
– 協力イベント: Help-Toshokanツアー “東北を知ろ
う～宮城県を巡る 2泊 3日～JLA× saveMLAK”
日本図書館協会東日本大震災対策委員会に協力

• 2012年 3月 8日
– 受賞：「Linked Open Dataチャレンジ Japan 2011」
において「データセット部門最優秀賞」受賞

• 2012年 3月 11日
– 第 10回 saveMLAKうきうきウィキ祭り
「1万のつながりを～311から未来へ～」横浜会場
への出展も兼ねる

• 2012年 3月 12日
– 外部イベント：東日本大震災復興支援活動報告会
～新しい公共ランチミーティング＠ KK2 番外編
（報告：神代浩）

• 2012年 3月 16日～3月 28日
– 協力イベント：saveMLAK協力「震災からよみが
えった東北の文化財展」（於：遠野市立博物館）

• 2012年 3月 17日～3月 18日
– 活動: 七ヶ浜町図書センターの書架整理にプロボ
ノ派遣仲介（2名）

• 2012年 3月 21日
– 外部イベント: 電子情報通信学会 2012 年総合大
会・HT-1セッション. 大規模災害時におけるソー
シャルメディアの知的活用（於・岡山大学 津島
キャンパス）
報告: 岡本が「MediaWiki を用いた協同による東
日本大震災支援の実際　－ saveMLAK プロジェ
クトの経験に基づいて情報専門職の役割を考え
る」と題して講演

• 2012年 3月 28日
– 第 13回 saveMLAK MeetUp

3 拠点（東京、福岡、中津川）を結んで運営ミー
ティングを実施

• 2012年 3月 29日～3月 30日
– 活動: 石巻市立橋浦小学校・釜小学校にプロボノ
派遣仲介（2名）
図書コーナーレイアウト相談、図書館整理業務支
援;現地支援団体「プロジェクト結」からの依頼、
協力

• 2012年 3月 31日
– 後援イベント: 復興支援検証会議 - いま改めて、
「支援」の原点を見つめ直す（於・東京都港区）（登
壇: 岡本）

• 2012年 4月 30日
– 外部イベント: 東日本大震災と自然史系博物館被
災自然史標本の修復技法と博物館救援体制を考え
る研究集会（於・大阪市立自然史博物館）（登壇予
定: 岡本）

【saveMLAK:ニュースより転載】

3月 23日に開館した「女川つながる図書館」にて（撮
影：江草由佳）

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]___

saveMLAK会計
2012年 3月期収支 3/31現在

___]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

《収入》
グッズ売上 150,090 グッズチーム
受取助成金 141,000 気仙沼小・中寄贈本 PJ
受取寄付金 20,000 個人 1件
雑収入 100,000 LODチャレンジ賞金
計 411,090

《支出》
業務委託費 50,000 Wiki関連タスク
通信費 18,198 サーバー&ドメイン代
広報費 52,500 ポスター等デザイン
雑費 4,000 ウィキ祭り PCレンタル

支払手数料 1,680 振込手数料
計 126,378

《3月 31日現在預金残高》
688,575 （前月比＋ 284,712）

　　　　【ファンド係：赤塚昌俊】

編集後記
厳冬の季節も去り、都内では桜の季節がやってきまし
た。明るい春の季節を感じつつも、震災と停電の影響が色
濃くあった昨年の桜をあまり思い出せないことに気付きま
した。震災から 1年が経ち、いつになく「昨年の今頃はど
んなだっただろうか…」と思い返すことの多い年度末・年
度始めでした。新年度で身辺に変化のあった方も多いこと
と思います。忙しい中でも体に気を付けて過ごしていきま
しょう。 【今号編集担当：高久雅生】
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