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図書館総合展オンライン 2022 フォーラム 
開催のおしらせ 

11 ⽉ 10 ⽇（⽊）19 時より、フォーラム「図書館
をめぐる COVID-19 の影響― 公共・⼤学・専⾨図
書館のsaveMLAK COVID-19 調査からの報告 ―」
をオンライン開催いたします。詳細なプログラムな
らびに参加案内などにつきましては、図書館総合展
オンライン 2022 のホームページをご確認ください。 

また、メーリングリストにて最新のお知らせをご
連絡しますので、よろしければこの機会に登録をお
願いします。 

 
＜図書館総合展オンライン 2022 フォーラム＞ 

図書館をめぐる COVID-19 の影響 
― 公共・⼤学・専⾨図書館の 

saveMLAK COVID-19 調査からの報告 ― 
https://www.libraryfair.jp/forum/2022/427 

saveMLAK では、2020 年から COVID-19 の影
響について公共図書館、国公⽴⼤学図書館、専⾨図
書館の動向を調査しています。 

各館種の調査メンバーから、それぞれの調査の
取組みを報告し、ディスカッションを⾏います。 

 
⽇時：2022 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽊）19:00〜20:30 
場所：オンライン ＊Zoom 
登壇者（予定）： 
* 司会・常川真央（中央⼤学） 
* ⼦安伸枝 
（saveMLAK COVID-19 Libdata チーム） 

：公共図書館調査 
* ⼩陳左和⼦（東北⼤学）：国公⽴⼤学図書館調査 
* 関乃⾥⼦（株式会社ブレインテック） 

：専⾨図書館調査 
 

2022 年 8 ⽉〜9 ⽉の出来事と今後の予定 
 

8 ⽉ 4 ⽇ 
 第 136 回 Meetup を開催 
8 ⽉ 11 ⽇〜17 ⽇ 
 第 31 回 COVID-19 図書館動向調査を実施 
9 ⽉ 5 ⽇ 
 第 137 回 Meetup を開催 
9 ⽉ 19 ⽇〜25 ⽇ 
 第 32 回 COVID-19 図書館動向調査を実施 
10 ⽉ 3 ⽇ 
 第 138 回 Meetup を開催 
11 ⽉ 7 ⽇ 
 第 139 回 Meetup を開催予定 
11 ⽉ 10 ⽇ 

図書館総合展オンライン 2022 にてフォーラムを
オンライン開催予定 

 
 

発表報告：アーカイブから⾒る COVID-19 
 

saveMLAK の活動に関する発表を、2022 年 9 ⽉ 3
⽇から 4 ⽇にかけて開催された Code4Lib JAPAN カ
ンファレンス 2022 にて⾏いました。saveMLAK 
covid19-survey チームは 2020 年以降、毎年同カンフ
ァレンスに発表をしており、今回も過去の発表に続く
形で常川がエントリーしました。 

今回の発表は「アーカイブから⾒る COVID-19」と
題し、「ウェブアーカイブの構築活動」としての
saveMLAK の活動の意義や応⽤可能性を検討する内
容となっております。covid19-survey チームのように、
ウェブサイトの⽂⾔をもとに調査を⾏うプロジェクト
にとっては、調査時点でのウェブサイトをいかに保存
するかが重要となります。そのため、ウェブアーカイ
ブは、saveMLAK の活動にとってインフラともいえる
重要な存在です。しかし、saveMLAK がこれまでウェ
ブアーカイブに⼤量に保存してきた被災情報をいかに
活⽤するかについては⼗分に検討できていません。そ
こで、ウェブアーカイブの研究動向を紹介することで
saveMLAK が蓄積してきた記録を活⽤する展望しま
した。 
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発表では、近年のウェブアーカイブで注⽬されてい
る「イベント中⼼アーカイブ（Event-Centric Archive）」
という概念を紹介し、saveMLAK の活動はイベント中
⼼アーカイブを構築しているととらえられることや、
⾃動構築や活動のためのツールやプロジェクトが多数
あることを紹介しました。 

また、アンカンファレンスと呼ばれる参加型のディ
スカッション企画の中でも、「saveMLAK とウェブア
ーカイブ」というテーマで参加者の皆様と議論を⾏い
ました。covid19-survey におけるウェブアーカイブ活
⽤時の課題や要望について意⾒を交換しました。また、
saveMLAK の蓄積してきたウェブページ群をいかに
「コレクション」として整備していくかという問題提
起もあり、その中で Internet Archive が提供する
「Archive-it」というサービスの提案もありました。 

Code4Lib JAPAN カンファレンスで発表された様々
な技術に刺激を受けながら、saveMLAK の活動で様々
な技術を導⼊していきたいと思います。 

発表の詳細は、以下の資料をご覧くだ
さい。 

https://docs.google.com/presentation/d/13rwrL7
1Si2oMUd-
KCy6Xsj0IFKCOLqBd/edit?usp=sharing&ouid=107
218633087164571868&rtpof=true&sd=true 

【常川真央】 
 
 
 
来たれ！図書館業界の新⼈さん！ 
ベテラン＆ルーキー交流会！参加記 

 
2022 年 9 ⽉ 1 ⽇（⽊）、Jcross 主催のイベント

「来たれ！図書館業界の新⼈さん！
ベテラン＆ルーキー交流会！」で
saveMLAK のPR をする機会をいた
だき、参加してきました。 
https://www.jcross.com/event/9387614424cceae9260
6d49c31fd3293def47a56/ 

 

2020 年からのコロナ禍で、なかなか対⾯で交流
する機会がないので、ここ数年、図書館業界に⼊っ
た⼈たちへ活動を紹介しつつ交流するというイベ
ントです。 
私は saveMLAK の⼀参加者に過ぎません。この

イベントのお話をいただいたとき、COVID-19 調査
の調査参加者が伸び悩んでいることもあり、新しい
参加者をゲットできたらな！という下⼼から「はい
はいやりまーす」とふたつ返事でイベントに参加す
ることにしました。 

このイベントはオンラインで実施しました。オン
ラインでの交流はなかなか難しいと⾔われていま
すが、全員でさっと⾃⼰紹介をしたり、ブレイクア
ウトルームで、少⼈数で情報交換するという⽅法を
取ったりと、参加者同⼠が相⼿を知り、コミュニケ
ーションする機会が配分されていました。 
活動の紹介では、5 ⼈の登壇者がそれぞれの所属

する活動を紹介しました。 
活動紹介を⾏ったのは以下の団体です。それぞれ

の会を代表する⽅が 7 分でプレゼンを⾏いました。 
・専⾨図書館協議会研修委員 
・⼤学図書館研究会 
・Code4LibJAPAN 
・saveMLAK 
・図書館総合展 
どの団体も直近にイベントや⼤会を控えており、
楽しい勧誘でした。 

 
saveMLAK の活動紹介のパワーポイントの⽬次

は以下のとおりです。 
1. saveMLAKとは？ 
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2. 公式キャラクターMLAK くん 
3. saveMLAK 活動の特徴 
4. とはいいながら。（ROM 専から活動にキャ

ッチアップするまで） 
5. 新⼈のみなさんへ（Welcome メッセージ＆

調査参加者募集） 
6. saveMLAKへの参加⽅法 
7. イベントのご案内〜saveMLAK、図書館総合

展でフォーラムやるってよ！ 

 
私⾃⾝は saveMLAK に参加してから 2020 年に
⾄るまで、メーリングリストやサイトを⾒るだけで
過ごしてきました。それでも、いざ参加しようと思
い⽴った時に参加できる形があり、⾶び込んでいけ
る間⼝があることがありがたいなと思っています。 

さて、この活動紹介の効果がどんな形で出るかわ
かりませんが、調査参加者が増えても増えなくても、
調査を続けていきたいと思います。 
もちろん、新⼈さんだけでなく、いつでも誰でも

ご参加お待ちしています！ 
【⼦安伸枝】 

 
 

 
saveMLAK 会計 

2022 年 9 ⽉度会計報告 
※7⽉〜8⽉は変更なし 
収⼊ 
 9/20 株）ブレインテック様 5000円⼊⾦ 
残⾼ 
ゆうちょ振込専⽤:    66,740円 
ゆうちょ総合:     938,408円 
みずほ:       4,890円 
残⾼合計:           1,010,038円 
 

2022 年 10 ⽉度会計報告（4 ⽇時点） 
収⼊ 
 10/1 利⼦ 4円 
残⾼ 
ゆうちょ振込専⽤:            66,740円 
ゆうちょ総合:    938,412円 
みずほ:      4,890円 
残⾼合計:          1,010,042円 
 

【⽷野泰輔／saveMLAK ファンド係】 
 

 
編集後記 

2020 年から⾏なっている COVID-19 の調査。公
共図書館調査では休館数は 0 になりましたが、まだ
感染対策やサービスの縮⼩などが⾒られます。今年
の図書館総合展フォーラムでは、この 2 年で図書館
はどのように変わってきたのか。公共だけでなく、
⼤学図書館、専⾨図書館などさまざまな館種の状況
を報告します。オンラインでの実施です。ぜひご参
加ください。 

また COVID-19 図書館動向調査に限らず、台⾵や
地震などの影響や対応の調査も⾏なっています。よ
ろしければ saveMLAK のサイトもご覧ください。 

【三浦なつみ：編集担当】 
 
編集発⾏：saveMLAK プロジェクト 
発⾏⽇：2022 年 10 ⽉ 5 ⽇（⽔）（第 75 号） 
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