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附属図書館と情報連携基盤センターの連携協力について
伊 藤 義 人
１． はじめに

て創設された。

平成14年４月に名古屋大学に情報連携基盤セ

情報連携基盤センターは、研究を行うと同時

ンターが創設された。この概算要求は平成10年

に情報基盤に関するサービスをする組織でもあ

８月に松尾総長が本学の情報基盤の安全保持と

るので、学内外の組織と強力に連携協力をする

将来計画の現状と立案を提案され、平成10年９

が、特に附属図書館とは密接な連携協力を行う

月に開始された情報系部局長懇談会を契機とし

センターである。

て、旧大型計算機センター、附属図書館、情報

２． 情報連携基盤センターの成り立ち

メディア教育センターが、学内では初めて複数

（１）情報連携基盤センター創設の背景と目的

部局がまとまって行った概算要求である。平成

旧大型計算機センター、附属図書館、情報メ

11年１月の評議会で「名古屋大学情報基盤整備

ディア教育センターなどの情報関連部局など

充実検討委員会」とその専門委員会が設置され、

は、その設置目的に適合したシステムを運用管

文部科学省と順次協議しながら概算要求をまと

理しながら情報やサービスの提供を行ってきた

めた。附属図書館はこの概算要求の作成に最初

が、近年のデジタル技術の急速な進歩に伴い、

から最後まで関係し、特に電子図書館機能研究

情報処理技術の進化、計算機利用の質的な変化、

の部門創設に務めた。

ネットワークの利用拡大により、情報関連部局

創設された情報連携基盤センターは、旧大型

の提供するサービスにも大きな変化が求められ

計算機センターを廃止し、その組織全てと、情

ていた。このような潮流の変化は、各部局の単

報メディア教育センター、附属図書館および全

独での対応ではなく、効率的な連携を図ること

学から人的資源の支援を受けて、全国共同利用

によってはじめて時代に合致した全学の新しい

施設の性格も継続しながら、学内情報基盤の整

ニーズに適切に対応できると考えられた。

備充実に寄与する４部門構成（教授４、助教授

新しい学問領域や新しい研究手法を取り入

４、助手４、客員教授１）の研究センターとし

れ、世界最高水準の教育研究を支える情報基盤
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整備（学術審議会答申

平成11年６月）は、大

うである。

学院重点化がほぼ達成された名古屋大学として

１） 情報基盤システムデザイン研究部門では

急務であった。情報化時代はグローバル化とい

地域社会の一員としての大学情報基盤の

われるように各組織が情報基盤上で結合され、

あり方を明らかにし、その設計・構築方

均一化されるが、その時代には各組織がその個

式の研究を行う。この部門はネットワー

性を主張できる能力を持つ必要がある。すなわ

クや分散化された情報資源を組織化する

ち情報共有による組織の均一化は、逆に組織の

方式をデザインする情報基盤システム研

差別化を求める。他組織との差異を意識した先

究グループと、学内情報の体系化を図り、

進的教育・研究活動のためには、各組織に共通

情報発信、情報管理の方式をデザインす

的な諸問題を共有化する組織を持つ必要があ

る学術情報組織化研究グループからなる。

る。この組織は情報関連部局だけでなく学内の

２） 学術情報開発研究部門では符号化されて

全部局との連携、他大学や試験研究機関との連

いない情報をデジタル化するための支援

携、企業との連携協力をも視野に入れた名古屋

方式を研究する。情報基盤を前提とした

大学の情報基盤整備として強力に推し進める必

電子図書館のあり方を明確にし、学内の

要があると考えられた。

研究情報を世界に発信できる名古屋大学

このために、時代に合わせて全学の情報戦略

学術情報アーカイブや、一般図書と電子

を統一的にデザイン、推進する組織が是非とも

情報が有機的に結合したハイブリッドラ

必要であるので、新しい情報支援ニーズに対応

イブラリーなどの研究を行う電子図書館

可能な大型教育研究組織の情報連携基盤センタ

システム研究グループ、広く分散し埋も

ーを新設し、これを名古屋大学情報化戦略中枢

れているデジタル情報を体系化し、かつ

とすることになった。情報連携基盤センターは

常に最新データを提供できる形に加工す

21世紀の高度情報化社会に対応できる大学の情

る方式を研究する学術情報体系化研究グ

報環境を実現するために、部局の枠を越えて、

ループ、そしてどのようなコミュニケー

全学的視野にたった情報基盤を統一的に企画・

ション媒体を利用し、どのような表現を

立案・推進する組織である。また、学内外の情

行えば的確な情報交換が可能かを認知論

報拠点と連携し、共有化することによって、名

的、情報論的、社会論的に探る高度情報

古屋大学の教育、研究の高度化、先端化を図る

支援システム研究グループからなる。

ものである。情報連携基盤センターの研究部門

３）情報基盤ネットワーク研究部門では学内外

は、４つの研究部門からなり、学内外からの知

の情報網の効率的で安全性の高い運用を

能や技術力を集結し、知の醸造を行うことによ

研究する。この部門で学術情報ネットワ

って、
「情報基盤組織化」に関する研究を行う

ーク、図書館ネットワーク、学内ネット

とともに、情報基盤整備・運用、およびその利

ワークの相互運用方式・最適化方式を研

用の支援を行うことを目的にしている。

究するマルチメディアネットワーク研究
グループ、知的所有権を確保し、優れた

（２）研究部門の構成と役割
図−１に、情報連携基盤センターの部門構成

コンテンツを安全に、かつ効率的に電子

およびその概念図を示す。図には、これまで説

配信するための情報セキュリティなどの

明してきた情報連携基盤センターの役割と、学

研究を行うセキュアネットワーク研究グ

内外の組織との連携と支援の関係を示してい

ループと、ウェアラブルコンピューティ

る。各研究部門の概算要求時の役割は以下のよ

ングなどの遍在計算機環境（ubiquitous
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computing）
、ネットワーク時代の計算モ

携基盤センターに先だって、平成13年４月に附

デルのsecure computingなどの研究を行う

属図書館研究開発室（室長：附属図書館長）が

次世代ネットワーク研究グループからな

全学の支援を受けて専任助教授１、専任助手１、

る。

兼任教授１の構成で学内措置施設として創設さ

４）大規模計算支援環境研究部門では世界の最

れている。平成14年４月には、兼任室員が増強

先端を行く計算機利用技術の開発を行い、

されて、11人体制となっている。この中には、

その利用技術の汎用化・一般化を通して、

情報連携基盤センターの教官が４名入ってい

次世代の情報基盤の構築を目指す。全国

る。すなわち、情報連携基盤センターの学術情

共同利用のためのスーパーコンピュータ

報開発研究部門の教官は、自動的に附属図書館

の応用技術、グリッドコンピューティン

研究開発室の室員として兼任となることが、創

グなどの先駆的利用法を研究する超並列

設委員会で認められている。これは、附属図書

計算技術研究グループを置く。また、学

館研究開発室と強力な連携協力をし、学内の電

内外の多くの計算機を連携して稼動させ、

子図書館機能を時代に合致させて強化するため

大規模計算を可能とする超分散処理方式

である。情報連携基盤センターは、電子図書館

を研究する超分散計算機環境研究グルー

機能のハード・ソフト基盤について、附属図書

プを置く。

館と連携協力して整備し、附属図書館はコンテ

各部門は、教授１、助教授１、助手１からな
り、学術情報開発研究部門については客員教授

ンツについて中心的な役割を果たすことが求め
られている。

も措置されている。情報連携基盤センターでは、

情報連携基盤センターの運営委員会の下にあ

任期制を導入し、旧大型計算機センターから直

る専門委員会の１つである学術情報開発研究専

接継続した教官を除き、教授７年、助教授５年、

門委員会には、逆に附属図書館研究開発の専任

助手３年の任期がつき、再任を１回認めている。

室員が委員として入っている。大学全体を臨場

これは、時代に合わせて研究テーマを設定し直

的フィールドとして使い、実践的な電子図書館

し、情報基盤整備運用に柔軟に対応するためで

機能の研究開発を行い、全国、さらには国際的

ある。

にその成果を発信することが望まれている。

３． 附属図書館との連携協力

４． おわりに

附属図書館と情報連携基盤センターとの連携

概算要求資料などを基に、情報連携基盤セン

は、創設の経緯からも分かるように強く求めら

ターと附属図書館などとの連携協力のあり方な

れている。特に、学術情報開発研究部門は、主

どを述べた。情報連携基盤センターはできたば

として電子図書館機能を研究開発する部門であ

かりであるが、図−１に示した種々の新しいサ

り、附属図書館と密接な関係を持つ。学術情報

ービス機能を持つことを前提に創設されてお

開発研究部門の具体的な役割を示したものを

り、今後、急速にその存在感が学内で増すこと

図−２に示す。

を望みたい。

附属図書館の研究開発機能のために、情報連
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図−１

情報連携基盤センターの概念図

情報連携基盤センター
・教育研究の高度化に伴う多様なニーズや課題解決

・先駆的な情報基盤を研究・整備・運用

・全学的な情報基盤を統一的に企画・推進

・新しい教育研究活動のための高度な支援

・学内外との連携

・将来の情報基盤の方向性の探求

情報連携基盤センター
学外

情報基盤システムデザイン
情報基盤システムデザイン
◆全学情報支援ヘルプオフィス
いつでも、どこからでも情報システムに関する相談を
受けられる支援環境の実現

◆情報システム構築支援機能
連携
支援
外国研究
教育機関

他大学・
国公立
研究機関

・・
教キ
育ャ
・ン
研パ
究ス
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

必要かつ最先端の情報システム構築および更新の支援

学術情報開発
学術情報開発

個人ユーザー
（市民を含む）

連携
支援

全
学
の
教
育
研
究
部
局

・新たな教育研究
の創世

従来図書館機能との有機的統合によるハイブリッドラ
イブラリーの実現

◆著作権管理機能
全学的契約支援処理

連携
支援

◆ライセンス管理機能
全学的契約支援

◆広報機能
最新情報メディア技術を使った新しい形式での広報
最新情報メディアを使った学術情報流通

・
大
規
模
計
算
資
源
提
供

・・
教協
育力
・講
研座
究

◆電子図書館機能

◆パブリケーション機能
民間機関

連携
支援

情報基盤ネットワーク
情報基盤ネットワーク

ライブラリーの
充実

◆ネットワーク支援機能
地区ネットワークノードの役割
キャンパスネットワークの管理運用
ネットワークの高度利用への対応

◆セキュリティ管理機能
全学の情報戦略に基づいたセキュリティ管理

大規模計算支援環境
大規模計算支援環境
◆大規模計算環境支援機能
学内外への大規模計算資源の提供
並列計算法など新技術、大規模アプリケーションへの
対応
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図−２

学術情報開発研究部門の役割

学術情報開発研究部門
電子図書館システム研究グループ

情報のデジタル化支援

高度で柔軟な利用が可能な
知的電子図書館システムの構築

学術情報体系化研究グループ

マルチメディア図書情報の
分散管理・利用手法

学術情報の体系化、および
効率的利用のための加工方式

高度情報支援システム研究グループ

・利用者主導の
情報の加工技術

情報資源活用のための
高次ヒューマンインターフェースの開発

・データマイニングシステム

・マルチモーダルインターフェース

・大規模自然言語処理

・音声言語情報処理に基づく
コミュニケーション支援
教 授

助 教 授

（研究課題）
・電子図書館システムに関する研究
（研究内容）
・ハイブリッド図書館に関する研究
・マルチメディア図書情報の分散管理
手法

●

●

●

●

●

●

●

助 手

客員教授

（研究課題）
（研究課題）
（研究課題）
・学術情報の体系化、高度情報支援に ・電子情報の検索・活用のためのヒュー ・電子図書館の実現のための開発研究
関する研究
マンインターフェースに関する研究
（研究内容）
（研究内容）
（研究内容）
・電子図書館の相互協力と情報交換の
・利用者ニーズに応じた情報の加工技術 ・マルチモーダルインターフェースに関す 促進に関する研究
・自然言語情報検索システムに関する る研究
・電子情報の公開に関する基礎的研究
研究
・コミュニケーション支援に関する研究
・ネットワーク上の著作権の世界基準に
関する開発研究

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

古書は語る
ー館蔵の江戸文学資料を中心にー
展示期間：平成14年10月16日（水）〜31日（木）
（24日は休館日）
ギャラリトーク：10月26日（土）午後１時30分〜３時
会場：中央図書館４階 展示室及び演習室

雑誌記事索引・MAGAZINEPLUSに名大OPACリンク機能追加
6月より雑誌記事索引・MAGAZINEPLUSに名大OPACへのリンク機能が追加され、検索結
果から直接名大での所蔵巻号の確認ができるようになりました。

Journal Citation Reports (JCR)Web版
6月より新たに、インパクトファクター（文献引用影響率）を調べることができるツール、
JCRのWeb版（2000〜2001年度版）を、Web of KNOWLEDGEをプラットフォームとして提
供開始しました。利用マニュアルは参考調査掛にご請求ください。
どちらも、附属図書館HP http://www.nul.nagoya-u.ac.jpよりお使いいただけます。
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sssss 使ってみよう！電子ジャーナル ssssssssss
Part．1

まずは画面構成を説明しましょう。用途別に

みなさんは電子ジャーナル（以下EJ）を使っ
たことがありますか？名古屋大学では6000誌も

どうやって使うの？アクセスサービス
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/ej/

４つのパートに分かれています。
Ⅰ）ABC順

のEJが利用できます。これらのEJをより効果的

雑誌タイトルのABC順リストで

に使いこなすために役にたつ情報をこれから数

す。引用文献など雑誌名が正確にわかっている

回にわけて連載します。初回は図書館ホームペ

ときはここを使います。誌名の頭文字をクリッ

ージにある「名古屋大学電子ジャーナル・アク

クしてください。
（誌名のトップの冠詞TheやA

セスサービス」
（以下EJアクセス）を紹介しま

は無視。例：
Ⅱ）分野別

しょう。
EJには、EJそのものを有料契約しているもの、

The Knee

→'K'を選択）
。

特定の分野の雑誌が見たいとき

に使います。2つ以上主題があるときは、どちら

Print版の契約に付随するもの、誰にでも無料で

からも見られます。

提供しているもの、出版から一定期間経過すれ

Ⅲ）Journal検索

雑誌名の一部や、出版社等

ば無料になるものなど、いろいろな種類があり

のURL、ISSNなどで探せます。
（注：論文タイ

ます。名古屋大学では6000誌ものEJが利用でき

トルや著者・キーワードでは検索できません）
Ⅳ）アグリゲータ別

るわけですから、雑誌名や出版社等、雑誌の主
題などで一覧したいとき、多くの出版社等に亘

EJ提供者別です。
（次号解説予定）
Ⅰ〜Ⅳのどこから入っても、図２のような一

る雑誌を一元的に利用できる仕組みが必要とな
ります。そこで附属図書館では、名古屋大学内

論文Search機能をもつ

覧リストが表示されます。

で課金を気にせず利用できるEJを全て集めたデ

リストは［項番］
［EJ種別等］
［EJタイトル］

ータベースを作成し、ホームページから「EJア

［利用可能範囲］［出版社等］［アグリゲータ］

クセス」として、提供しています。

［Print版購入部局］
［その他］で構成されます。
一覧リストの見方について少し詳しく説明し

図１ 名古屋大学電子ジャーナル・アクセスサービス

ましょう。左端の色別の四角はそれぞれEJの種
類を表します。
（種類によって利用可能範囲の見
方が違いますので、ご注意ください。
） NULeJ
は、名大の①EJ契約誌［青緑地］または②Print
版 購 読 誌 ［ 黄 緑 地 ］。 他 に も と も と 無 料 の
FreeeJ ［緑字］と④一定期間経過後のバック
ファイルのみ無料の

bk-Free

があります。こ

れらのFree journalは名大の外からでも利用可能
です。 NULeJ

については、⑤（

）内の範囲

が利用可能（-absは抄録のみ可の意）です。
ひと口メモ
ISSN：
（国際標準逐次刊行物番号）雑誌を識別
するためのIDナンバー
アグリゲータ：EJの提供を代行、集中化してサ
ービスする商業組織
PDF：Adobe社のアプリケーションソフトによる
文書形式。閲覧するにはAcrobat Readerが必
要。同社サイト（http://www.adobe.co.jp）から
のダウンロード（無料）などで入手できる。

bk-Free

については雑誌ごとにどの範囲が無

料かが赤紫の文字⑥で注記されています。その
範囲よりも新しい号を見ようとすると、ID、パ
スワードを要求され、フルテキストが利用でき
ません。
また、名大の契約誌でも出版社等との契約に
よってはID、パスワードが要求されるものがあ
ります。これらの雑誌にはパスワードリストへ
のリンク⑦
− 6 −
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図２ 一覧リスト（例）
①EJ契約誌
1998.10から⑤フル
テキスト利用可
②print版（情報文化
学部）購読誌
2000年からフルテ
キスト利用可
④非契約誌
抄録は1993年か
ら、フルテキストは
1997年から利用可。
ただし、最新６ヶ

⑦print版（医学部）購読誌

月は利用不可⑥

利用に必要なID / passwordはここ

が表示されます。
（注：このパスワードは学内者

ます。違法行為は大学全体の利用に影響を及ぼ

専用です。取り扱いに注意してください。
）

すおそれがあります。
では、みなさん、まずは一度EJアクセスを利

その他の表示について詳しくは、リストの最
初、⑧

More info of Lists

用してみてください。詳しい

を見てください。

図２のリストから誌名をクリックすれば、出

利用の手引き

もこのHPに掲載しています。わからない点は、

版社等のHPへリンクしています。各々のページ

部局図書室または中央館参考カウンター（E-

のつくりは各雑誌などにより、それぞれ異なり

mailは下記）へお尋ねください。
（参考調査掛）

ます。Current Issueで最新号が見られたり、ま
た、VOL, YEARがリストになっていて、見た
い巻号を探せるようになっていたりします。出

お願い

版社等によっては、著者やタイトルから検索で
きるようになっているものもあります。

附属図書館では、このアクセスサービスのデータ
の更新、出版社等へのクレーム作業を随時行ってい

出版者等HPで目当ての号、論文タイトルにた

ます。EJアクセスのリスト表示で利用可能でありな

どりついたら、Full Textや、PDFといった表示

がら、フルテキストにアクセスできない場合は、具

やアイコンを探してクリックすれば全文が表示

体的な誌名・巻号・状況を添えて部局図書室にお申

されます。HTML形式ならブラウザでそのまま

し出くださるか、参考調査掛あてメールE-mail：

見ることができ、参考文献などへのリンクが張

sanko@nul.nagoya-u.ac.jpでお知らせください。調査・

られている場合もあります。PDF形式は印刷イ

対応いたします。このアクセスページに関するご意

メージです。最近のものであれば印刷物と遜色

見・ご要望もお寄せください。みなさまの情報をお

のないプリントをとることもできます。

待ちしています。

EJを利用するときは公正利用に留意してくだ
さい。契約誌の利用は名古屋大学構成メンバー

次回からは代表的なパッケージについて順次

公正利用の

解説していく予定です。また、春に行った初級

を一度ご確認くださ

編に引き続き、秋には、 EJ説明会中級編 （PC

の個人的な利用に限られます。⑨
注意/Copyright & Fair Use

い。自動ダウンロードや再配布は禁止されてい

実習つき）の開催を予定しています。
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多元数理科学研究科図書室学生閲覧室の改善について
谷 川 澄 子

多元数理図書室は約20年前に現在の所に移転

ための複本を別に置くことになりました。
図書の配架は下記のように変更しました。

して来ましたが､その際に長期的観点から設計さ
れていた為、2000年度後半から行われた改修で

１．学習用図書：

も大きく変更することはありませんでした。し

代数、幾何、解析、情報、物理、基礎論*、応用

かしこの改修期間中は、ほとんどの図書をダン

数学*、数学教育*とし３段階の難易度を設定し、

ボールに入れ、別置・保管したために学内や学

目的に応じて本を探せるようにしました。１＝

外の図書館・室の方々には大変お世話になりま

初年次、３＝学部、４＝学部４年から大学院

した。この紙面をお借りしてお礼申し上げます。

（*は４のみ）

さて、今回図書室の改修後の様子について原
稿を依頼されましたが､昨年秋から学生閲覧室の
改善と充実に向けて検討を行ってきており、全
国的にも余り例のない事だと思われますのでそ
れについて述べさせていただきます。
学生閲覧室（58.5平方メートル）は21席を設
け学生の利用に供する適切な図書を配架してい
ることになっていますが､これらの図書はここに
移転して来た当初の蔵書そのままに新陳代謝が
余り行われずに至っておりました。数学にとっ
て本は、研究・教育上の重要なツールであり、

２．叢書類（シリーズの巻数順に配架）

由々しきことでした。そのため図書委員を主な

３．名著（評価が確立している図書）

メンバーとして、学生閲覧室改善の検討を始め、

４．数学史

これまで和書を中心として約1200冊ほどを点

５．数学の入門的な読み物

検・選定作業を行っていただき、この春には和

６．辞書・事典、参考書
これらは利用意欲を高めてもらえるよう、図

書についてはほぼ選定した図書を並べることが

書の配架も利用者の目の高さを意識して、余り

出来ました。
改善前の問題点は、卒業研究／大学院セミナ

に低い所や高い場所は外し、また出来るだけ新

ーの図書展示は行われていたものの、蔵書その

本に買い換えを行うなどのことも考慮しました。

ものはほとんど新陳代謝がなく、また現在の学

和書の整備がおおよそ終わった頃に２年次学

生の学力を考慮した適切な学習用図書ではあり

生の演習を受け持つ先生方が学生を連れて図書

ませんでした。また図書の配列も著者順になっ

室を訪れガイダンスツアーを行いました。これ

ており、分野別に教科書を探したい初心者の為

はなかなか好評でした。

には不親切でした。さらにシリーズ物などが禁

今年度これからは、洋書の選定と今後の補充

帯出となっておらず、求める本が帯出され学習

について引き続き検討がなされ、一層の充実が

意欲をそぐ結果となっていると考えられました。

期待されています。

そのため学生閲覧室の学習用図書及び叢書の類

（たにがわ・すみこ 多元数理科学研究科図書室）

は全て禁帯出とすることになり、必ず貸出しの
− 8 −
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333333333

〔国 内 図 書 館 関 係 日 誌〕 333333333

14.４.16

電子ジャーナル・タスクフォース（於：東京大学）出席者：伊藤館長、臼井情報サービス課長

14.４.25

東海地区国立大学図書館協議会総会（於：岐阜大学）出席者：伊藤館長、内藤事務部長、藤森
情報管理課長、臼井情報サービス課長、伊藤情報管理課課長補佐

14.５.16

愛知県包括協定大学間の図書館利用に関する事務打合せ会（於：名古屋大学）
出席者：内藤事務部長、藤森情報管理課長、臼井情報サービス課長、伊藤情報管理課課長補佐
高橋情報サービス課図書館専門員

14.５.21

国立大学附属図書館事務部課長会議（於：学術総合センター）出席者：伊藤館長（講師）
、内藤事
務部長、藤森情報管理課長、郡司情報システム課長

14.５.22〜23

国立大学図書館協議会賞受賞者選考委員会（平成13年度第３回）
（於：東京大学）
〈5.22〉
海外派遣者選考委員会（於：東京大学）
〈5.22〉
平成13年度著作権特別委員会（第２回）
（於：東京大学）
〈5.22〉
常務理事会（平成13年度第２回）
（於：東京大学）
〈5.22〉
理事会（平成13年度第４回）
（於：東京大学）
〈5.23〉
出席者：伊藤館長、内藤事務部長、藤森情報管理課長、郡司情報システム課長

14.５.23

電子ジャーナル・タスクフォース（於：東京大学）出席者：伊藤館長、郡司情報システム課長

14.５.24

日本図書館協会大学図書館部会総会・定期総会（於：日本図書館協会会館）出席者：伊藤館長

14.６.７

電子ジャーナル・ユーザー教育担当者研修会第２回実務担当者打合せ会（於：東京工業大学）
出席者：臼井情報サービス課長、藪本情報システム課図書館専門員

14.６.20

東海地区大学図書館協議会機関誌編集委員会・運営委員会（於：名古屋大学）出席者：伊藤館長
内藤事務部長、藤森情報管理課長、伊藤情報管理課課長補佐

14.６.21

愛知図書館協会定期総会・理事会（於：愛知県図書館）出席者：内藤事務部長

14.６.26〜27

第49回国立大学図書館協議会総会（於：鳥取県立県民文化会館）
出席者：伊藤館長、内藤事務部長、藤森情報管理課長、臼井情報サービス課長

14.７.４

電子ジャーナル・タスクフォース（於：東京大学）出席者：伊藤館長、郡司情報システム課長

14.７.５

第52回国公私立大学図書館協力委員会（於：中京大学）出席者：伊藤館長、内藤事務部長、臼井
情報サービス課長

333333333 〔学内動向〕＜14.４.６〜14.７.５＞ 333333333
◆会議
・第14-1回学術情報事務会議〈4.17〉

・第2回蔵書整備アドバイザー打合せ会〈5.9〉

・第１回研究開発室教官会〈4.18〉

・第14-1回業務システム検討委員会〈5.16〉

・第14-1回商議員会〈4.22〉

・第2回研究開発室教官会〈5.20〉

・商議員会内各委員会への委員の配属及び委員長、副委

・第14-1回図書館システム検討委員会〈5.24〉
・第14-2回学術情報事務会議〈5.29〉

員長の選出について
・附属図書館中央図書館コーナー小委員会委員について

・第14-1回蔵書整備委員会〈5.29〉

・平成14年度附属図書館研究開発室兼任室員の追加につ

・第14-1回電子図書館推進委員会〈5.29〉

いて
・年間の開催予定について

・第１回研究開発室運営会議〈5.30〉
・理系図書室連絡会〈6.5〉
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屋大学）〈5.29〉参加者57名

・第14-2回商議員会〈6.6〉

・電子ジャーナル利用説明会（Science Direct）（於：名古

・電子図書館推進委員会専門委員について

屋大学）〈5.30〉参加者53名

・附属図書館長候補者の選考日程について

・CrossRef 説明会（於：名古屋大学）
〈6.4〉参加者38名

・附属図書館研究年報編集規定及び投稿規定について

・丸善図書館フェアー2002セミナー｢医学・看護系論文情報

・第３回研究開発室教官会〈6.17〉
・第14-2回図書館システム検討委員会〈6.28〉

の現状と将来像｣（於：丸善名古屋支店）参加者：豊岡曜

・第14-1回地方史文献コーナー小委員会〈6.28〉

子（医保健）
・2002年ＥＤＣ／ＤＥＰトレーニング・セッション（於：

・第14-3回学術情報事務会議〈7.2〉

欧州連合（ＥＵ）駐日欧州委員会（東京）
）
〈6.12〜14〉参

・文系図書連絡会〈7.2〉

加者：近藤悦子（経）
◆研修会・講習会等への参加

・第2回ＩＬＬシステム講習会（於：国立情報学研究所）
〈6.13〜14〉参加者：八田和子（中）

・新入生のための「図書館ガイダンス」
（於：名古屋大学豊

・平成14年度愛知県地区国立学校等新任係長研修（於：名

田講堂）
〈4.9〜10〉

古屋大学および国立乗鞍青年の家）
〈6.25〜28〉参加者：

・国際開発研究科新入生ガイダンス（於：言語情報処理室）

大澤剛（中）
、川添真澄（中）
、石田康博（医）
、豊岡曜子

〈4.9〜11〉参加者129名

（医保健）

・留学生のためのライブラリーツアー（English）（於：名

・平成14年度大学院基盤医科学実習｢文献検索｣（於：医学

古屋大学）
〈4.10〉
・留学生ガイダンス（於：名古屋大学ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝﾎｰﾙ）
〈4.11〉

部講義室および医分館）〈6.25〜28, 7.2〜3〉参加者121名

・ＴＡのための情報探索法指導者講習会（於：名古屋大学）

・電子ジャーナル利用説明会（於：名古屋大学国際開発研
究科・教育学部）〈6.26〉参加者45名

〈4.11,12,23〉参加者70名
・留学生のためのライブラリーツアー（Japanese）（於：名

・New JOIS説明会（於：科学技術振興事業団中部営業所）
〈6.27〉川添真澄（中）、大嶋寛子（中）

古屋大学）〈4.12〉
・遡及入力講習会（於：名古屋大学）
〈4.15〜23〉参加者14

◆人物往来

名
・ＩＳＩ説明会（於：名古屋大学）
〈4.16〉参加者24名

＜はじめまして＞−新しく採用になった人−

・大学院生・学部生のための「利用者ガイダンス」
（於：名

小山鮎子（情報連携基盤センター）5.1
大嶋寛子（情報サービス課参考調査掛）6.24

古屋大学）〈4.22〜23〉参加者：14名
・平成14年度東海地区国立学校等初任職員研修（於：名古

＜今後ともよろしくお願いします＞−育児休業に入る人−
竹内佐知子（情報サービス課参考調査掛）6.24（平成17年

屋大学および中津川研修センター）

３月31日まで予定）

〈4.23〜26〉参加者：山川幸恵（医）
、近藤悦子（経）
、眞
野博和（農）
・電子ジャーナル利用説明会（EBSCOhost FirstSearchECO,

◆規程改正など
・医学部保健学科図書専門委員会細則（14.6.19改正）

ProQuest）（於：名古屋大学）〈4.24・26〉参加者110名
・国際言文新入生図書館利用ガイダンス（於：名古屋大学）

◆部局動向

〈5.1,8〉参加者：16名
・CrossRef 講演会（於：丸善名古屋支店）〈5.9〉参加者：

・多元数理科学研究科図書室：電算貸出開始（4.8〜）

川添真澄（中）
・平成14年度名古屋大学初任職員（事務系非常勤職員等）

編集委員会
臼井克巳（委員長）鈴木誠（中）飛田美穂（中）山下眞弓

研修（於：名古屋大学）参加者：平田沙矢香（医）

（中）森由香（法）眞野博和（農）

・ＩＳＩ説明会（於：名古屋大学）〈5.28〉参加者8名
・第23回ＥＤＣセミナー（於：中央大学）
〈5.28〜29〉参加

久納優希（文）渡辺暢子（医保健）

者：近藤悦子（経）
・電子ジャーナル利用説明会（Web of Science）
（於：名古

館燈（かんとう）： 名古屋大学附属図書館報 No.144 2002年８月15日 名古屋大学附属図書館発行
〒464−8601 名古屋市千種区不老町 電話（052）789−3679（ダイヤルイン）
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