
NAGOYA Repositoryとは？
NAGOYA Repository（名古屋大学学術機関リ

ポジトリ）は、名古屋大学の研究者が執筆・作
成した学術論文、学位論文、学会発表資料、教
材などの電子的な教育・研究資料を、大学が責
任を持って収集、蓄積し、インターネットによ
り無償で世界へ向けて発信する学術情報流通シ
ステムです。

学術機関リポジトリは、世界の大学など学術
機関で構築が進められ、特に欧米を中心として、
最近３、４年の間に急速に増加し、現在、世界
で600以上が公開されています。
NAGOYA Repositoryは、2006年2月28日に日

本で7番目、世界で635番目に公開された学術機
関リポジトリとなりました。
（http://archives.eprints.org/index.php）
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NAGOYA Repositoryを公開しました
―名古屋大学の教育・研究成果を世界へ向けて発信―

No.159 2006. ５. 15

http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/koho/kanto/

OAI-PMH : Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
登録された論文などの目録情報をやり取りする仕組みです。



NAGOYA Repositoryで利用できるのは？
NAGOYA Repositoryでは、名古屋大学の研究

者が執筆・作成した学術論文、例えば、海外の
学術雑誌に掲載された論文の場合、出版者（商
業出版社や発行学会）が許諾している版（多く
は査読が完了した著者が持っている最終原稿）
の本文を読むことができます。
海外の学術雑誌の93%が、雑誌に掲載された

そのままのコピーでなくとも、何らかの形での
自主保管、公開を認めています。欧米では、税
金による研究成果を公共財として位置付け、無
償で公開することを通して、社会に還元しよう
という、オープンアクセスという考えが広まっ
ています。
NAGOYA Repositoryが本文まで公開している

教育・研究成果は、次のように多様なものです。
学術雑誌に掲載された論文、学内の研究紀要

に掲載された論文、学位論文（博士論文、修士
論文）、学会発表論文、国際会議での発表論文、
プレプリント、図書、教材など。

NAGOYA Repositoryの利用方法（その１）
NAGOYA Repositoryを利用する方法は、大き

く分けて３つあります。
１つは、NAGOYA Repositoryのホームページ

（画面１）から、利用する方法です。
どのような論文が登録されているかは、タイ

トル、著者、著者が所属する学部・研究科・セ
ンターなどの部局、登録された日などから一覧
表示できます。
また、タイトル、著者、アブストラクトなど

から検索することもできます。登録された論文
は、画面２のように表示されます。この画面の
View/Open（赤い丸印の部分）をクリックする
と、本文を読むことができます。

NAGOYA Repositoryの利用方法（その２）
NAGOYA Repositoryの公開と同時に、AKF :

Academic Knowledge Factory（名古屋大学学術
ナレッジ・ファクトリー）も公開しました。
AKFは、名古屋大学が生産、保有するデジタ

ル情報の統合検索システムです。
NAGOYA Repositoryをはじめ、エコ・コレク

ション（高木家文書デジタルライブラリ、伊藤
圭介文庫、木曽三川流域環境史）、プラム（名

大Webサイト資源）、名大の授業（オープンコ
ースウェア）などを統合して検索できます。

NAGOYA Repositoryの利用方法（その３）
Googleやgooなどのインターネットの検索エ

ンジンを利用することもできます。
例えば“functional ceramics”という用語を

Googleで検索すると、検索結果が一覧されます
が、画面４の例では上から2つ目の結果が、
NAGOYA Repositoryに登録されている論文で
す。それぞれの論文には、ハンドルと呼ばれる
記号が付きます。
ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/handle/2237/6125

2237がNAGOYA Repositoryを、6125がこの論
文を表し、2237/6125というハンドルにより、
この論文へのアクセスが永続的に維持されま
す。
世界中の学術機関リポジトリは、OAI-PMH

という登録された論文などの目録情報をやり取
りする仕組みにより、登録された内容を統合的
に検索できるようになっています。
例えば、日本では国立情報学研究所のJuNii、

世界ではOAIsterが知られています。
OAIsterで“functional ceramics”を検索すると、
画面５のようにNAGOYA Repositoryに登録され
た論文とInstitute of Physics（IOP）の論文がヒ
ットします。OAIsterでは、世界中の学術機関
リポジトリに登録された700万件以上のレコー
ドが利用できます。
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画面１ NAGOYA Repositoryのホームページ
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/dspace/index.jsp
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このようにNAGOYA Repositoryに登録するこ
とで、多様なWebサイト、データベースから検
索できるようになり、散逸しがちな大学の教
育・研究成果がより広く活用されるようになり
ます。

NAGOYA Repositoryの今後
日本における学術機関リポジトリの構築は、

国立情報学研究所との次世代学術コンテンツ基
盤共同構築事業により、今後も進められる予定
です。
NAGOYA Repositoryもさらに使いやすさの向

上と、登録内容の充実を目指し、教育・研究成
果を積極的に発信し、社会に還元することで、
国立大学法人としての社会貢献、社会に対する
説明責任を果たしていきます。
名古屋大学の教育・研究成果を世界へ向けて

発信するため、学内の研究者のみなさんには、
NAGOYA Repositoryへのご参加、ご登録をお願
いします。

画面２ NAGOYA Repositoryの登録論文

画面３学術ナレッジ・ファクトリーのホームページ
http://akf.nul.nagoya-u.ac.jp/

画面４ Googleの検索結果表示画面

画面５ OAIsterの検索結果表示画面
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
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NAGOYA Repositoryのお問合せ：
名古屋大学附属図書館内　学術電子情報掛
内線：3691

E-mail：ir-admin@nul.nagoya-u.ac.jp

（文責　蒲生英博　がもう・ひでひろ
情報管理課課長補佐）

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

日本がまだ極寒の頃だというのに、真夏の日
差しが目をさし、荷物と調査の重みでクラクラ
しながら行ってきました、リポジトリに関する
オーストラリア海外出張の報告を少しばかりし
たいと思います。
オーストラリアでは日本より早く学術機関リ

ポジトリの導入が進んでおり、大規模大学では
既にWWW上で公開されています。また、オー
ストラリア連邦政府の財政支援による3年間の
時限プロジェクトAustralian Partnership for
Sustainable Repositories（APSR http://www.apsr.
edu.au/）が立ち上がっており、「学術機関リポ
ジトリなどデジタル技術を利用して、学術コン
テンツへのアクセス、配布・提供、保存などに
ついて研究・実践し、そこで得られた専門的知
識・技術を広く還元すること」を目指して各大
学が協力して活動しています。今年はちょうど
その最終年で、2006年1月31日から2月3日にか
けてシドニー大学で国際会議Open Repositories
2006（OR2006 http://apsr.anu.edu.au/Open_
Repositories_2006/）がその事業の成果として開
かれました。
世界中から講演者が集まるこの会議に向けて

日本からも7大学11名の派遣団（写真1 中央は
APSR事務局長のAdrian Burton博士）が組まれ、
私もそのうちの一人として参加してきました。
また、オーストラリアで先進的なリポジトリ構
築・運用をしているクィーンズランド工科大学
（QUT）とオーストラリア国立大学（ANU）に
も訪問し、学術機関リポジトリの運用について
調査をしてきました。
出張日程の初日に訪問したクィーンズランド

工科大学は1989年に設立された理工系にとどま

らない総合大学です。学生は約40,000人、教職
員は約3,500人で、研究成果として査証論文を
年間1,000から1,300件程度公表しています。学
術機関リポジトリ（QUT ePrints http://eprints.
qut.edu.au/）は2003年6月から準備をはじめ、同
年11月には大学として学術機関リポジトリに論
文を登録することを義務付けるポリシー
（Policy F/1.3 E-print repository for research output
at QUT http://www.mopp.qut.edu.au/F/F_01_03.
html）を制定しました。もっとも論文を登録し
ないからといってその研究者にペナルティを課
すものではなく、学部長などにリポジトリを説
明するため、また出版社へ登録許諾を得るため
の資料として利用しているそうです。実際2004

年の間に登録された件数は伸びが悪かったよう
で、登録件数を伸ばしていくために、さらに各
部局図書館の担当者（リエゾンライブラリアン）
を研修して教員とのパイプ役になってもらった
り、プロモーション用のスタッフ向けページを
作成しオープンアクセスの最新動向や各種プロ

オーストラリアと国際会議ＯＲ2006から見た世界のリポジトリ

萩　　　誠　一

写真1 APSR事務局長とオーストラリア出張の皆さん
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モーション用資料等を配布したりしてきまし
た。また管理者自らが投稿しない教員と面接し、
問題点を見つけ出して改善して、著作権・出版
社のポリシーの確認やPDF化は図書館でおこな
っていくなどの努力が実って、2005年には登録
が増え始めてきたようです。2005年末には、オ
ーストラリアの他大学の論文登録率が高くても
15％程度に対してQUTは40％前後まで伸びてき
たとおっしゃっていました。これだけの成果を
出すのに多大の努力をされてきたことを実感し
ました。
国際会議OR2006（写真2）では、DSpace User

Group Meetingが2日間、フォーラム「Well-
Integrated Repository」、 シ ン ポ ジ ウ ム
「Managing Openness」がそれぞれ1日ずつ開催さ
れ、どれも活発な議論がなされていました。
DSpace User Group MeetingではDSpace開発者で
あるヒューレットパッカード社のRobert Tansley
博士からDSpaceの開発史と今後の開発予定や、
中国を舞台としてDSpaceを使った複数組織によ
る電子博物館構想が紹介されていました。また、
各国の大学・研究所の代表者もDSpaceの導入状
況を紹介していましたが、中でも米国テキサス
A&M大学図書館（http://repositories.tdl.org/）で
開発されたManakin（http://di.tamu.edu/projects/
xmlui/manakin/）は興味深いシステムでした。
DSpaceのユーザインターフェースはどの学術機
関リポジトリでも同じ画面構成になってしまっ
ているのに対して、ManakinはDSpaceのユーザ
インターフェースの代わりに独自に改変できる
新しいユーザインターフェースを提供していま
す。これによってたとえば、複数機関で一つの
リポジトリを持つ場合でも、資料の所属を明示
することが可能になっています。
日本からはこのDSpace User Group Meetingで、
北海道大学学術成果コレクションHUSCAP
（http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/index.ja.jsp）と数
学の海（http: / /coe .math .sc i .hokudai .ac . jp /
literature/db/）が紹介されていました。数学の海
には、Euclid 全雑誌のメタデータから数学独自
の 分 類 大 系 で あ る Mathematics Subject
C la s s i f i ca t i on（ht tp : / /www.ams .o rg /msc /
classification.pdf）上位二桁間の相関を調べ、主
題間の相関解析を行い、図式化する機能があり
ます。メタデータを集めて検索エンジンのデー

タとして提供するだけにとどまらず、新しい知
見を創出し得ることを示したさきがけといって
いいでしょう。
フォーラムではリポジトリの開発と発展のた

めに努力されてきたことが紹介され、特にANU
のIan Barnes博士は論文執筆から永続的に閲覧
可能なファイル作成・リポジトリへの登録がで
きるシステムDigital Scholar’s Workbench
（http://www.apsr.edu.au/currentprojects/wordproces
sing.html）について紹介されていました。また、
シンポジウムではリポジトリの運用においての
法的な問題点について紹介されていました。特
にWeb上での無償公開と著作権について議論さ
れ、Creative Commons（http://creativecommons.
org/）などが紹介されていました。従来の著作
権関連の法律に基づく権利主張だと「All rights
reserved」となるところが、Creative Commonsを
用いると著者が指示する「Some rights reserved」
に容易に換えられる点が利点になると話されて
いました。日本国内でもすでに利用され始めて
おり、今後リポジトリに登録された資料への権
利表示の手法として盛んに利用されることでし
ょう。
最終日に訪問したオーストラリア国立大学は

オーストラリアで唯一の国立大学として1946年
に設立された総合大学です。学生は約10,350人、
フルタイムの教職員は約1,250人で、研究を重
視し大学院教育に重点を置いています。情報組
織として大学にDivision of Information（情報部）
が設置されており、この部のもとにCorporate
Information Services（事務部門CIS）、Scholarly
Information Services（学術情報部門SIS）、

写真2 OR2006会場
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Scholarly Technology Services（技術部門STS）
の3つの部門があります。図書館関連業務はSIS
が担っていますが、3部門の連携は密で、今回
の国際会議を開催したAPSRの事務局はCISから
の担当者で維持されており、またANUのリポジ
トリのシステムメンテナンスはSTSが担ってい
ます。ANUでは、2001年から学術雑誌掲載論文
を中心としたEPrints（http://eprints.anu.edu.au/）
と学位論文が登録されているDigital Theses
（http://thesis.anu.edu.au/）を学術機関リポジトリ
として公開していますが、いずれも登録に対し
て強制するものはなく研究者のボランティアに
よるところが大きかったため、論文の登録が十
分進まなかったようです。一方で国立大学とし
て大学で創生された成果を無償提供すべきであ
るとの立場から大学出版局を廃止し、E Press
（http://epress.anu.edu.au/）という電子出版事業
を2003年から始めてきました。こうした中で、

2005年にこれらを統合して新たなリポジトリ
Demetrius（http://dspace.anu.edu.au/）を構築しま
した。Demetriusには現在、EPrintsやEPress以外
にも大学が保有するオーストラリアの古資料や
研究者の研究・教育資料も登録され、42,000件
を超える豊富な学術資料を提供するに至ってい
ます。今後は、学術資料全般をカバーする電子
図書館として、このDemetriusを運用していく模
様です。
今回のオーストラリア海外出張は、今後の名

古屋大学でのリポジトリの運用にあたって、と
ても多くの知識を得ることができました。最後
になりましたが、今回の出張にご協力いただい
た受入先・国際会議の各大学の関係者の方々、
同行された他大学の方々、また名古屋大学の
方々にこの場を借りてお礼申し上げます。

（はぎ・せいいち　情報・言語合同図書室）

≪利用者から見た図書館≫

The Mathematics Library

Lars Hesselholt

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

I am a Visiting Professor in the Graduate School
of Mathematics at Nagoya University. I was asked
to write this short article about my impression of the
mathematics library in comparison with similar
libraries at other institutions around the world. Let
me say right away that the library here is one of the
very best mathematics libraries that I have ever
used: The library is very well-stocked---any book or
journal that I have wished to find is here---and the
library staff is  extremely friendly and helpful. The
library is characterized by a pleasant no-nonsense
atmosphere: Finding books and journals is easy;
borrowing books and journals is easy; making
copies (paper or pdf) is easy.
Allow me to briefly walk you through the

mathematics library. When you enter the library you
are first greeted by the friendly library staff who
always makes you feel welcome. Next to the
entrance is a small reading room that contains the

most recent issues of the journals that the library
subscribe to. In winter the reading room is
pleasantly warm and it is nice to go there and
browse through the most newly arrived journal
issues. They are marked with a piece of red tape on
the top which makes it very easy to spot them. The
main part of the library is one floor down. On one
side are books and conference proceedings and on
the other side are journals. Most books are in
multiple copies, so it is a rare occurrence to find a
book out of the library. The same is true for
conference proceedings. At the back of the room are
various series of books and conference proceedings.
This is where you find the proceedings of the
International Congress of Mathematicians. The
congress is held every four years and summarizes
the achievements of the global mathematical
community in the preceding four-year period. You
can also find a copy of the congress proceedings
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under the country where that congress was held. In
the middle is a computer that you can use for
searching.
The books in the library are organized

alphabetically after author as is common in Japan
and in Europe. In American libraries books are
instead organized after subject following the catalog
of the Library of Congress. The alphabetical
organization makes it quick and easy to find books
that you already know. The organization after
subjects makes it easier to browse through books of
a subject that you are not so familiar with.
Personally I find the alphabetical organization to be

much preferable. As a professional mathematician it
is very convenient to be able to quickly locate the
books that I already know and use. And if I wish to
find books about a new subject, I find it better to
first ask a colleague for recommendations anyway. 
Another very pleasant feature of the

mathematics library is that it is a specialized library.
It contains everything I need for my research and
nothing else. It is also very close to my office, so I
never think twice to go there and look something up.

（L.ヘッセルホルト　多元数理科学研究科
客員教授）

寄　贈　資　料　名

近世前期文学研究 : 伝記・書誌・出版 / 塩村耕著. － 若

草書房, 2004.3. － (近世文学研究叢書 ; 16).

他人を見下す若者たち / 速水敏彦著. － 講談社, 2006.2.

－ (講談社現代新書 ; 1827).

不思議な生物現象の化学 : 生物現象鍵物質 / 上村大輔編

集. － クバプロ, 2005.10. － (「大学と科学」公開シンポ

ジウム講演収録集 ; 2005第19回).

画像診断のためのROC解析概論 / 池田充著. －現代図書,

2005.12.

時代が病むということ : 無意識の構造と美術 / 鈴木國文

著. －日本評論社, 2006.1.

時空を旅してヒトのからだへ : 小林邦彦教授名古屋大学

退職記念誌 / 名古屋大学医学部保健学科理学療法学専攻

編. － [出版者不明], 2006.3.

コ・メディカル教育と人体解剖実習 : 小林邦彦資料集 /

小林邦彦 [著]. － 小林邦彦, 2005.10.

入門粒子・粉体工学 / 椿淳一郎, 鈴木道隆, 神田良照著.

－日刊工業新聞社, 2002.9.

粉体の基礎物性 / 粉体工学会編. － 日刊工業新聞社,

2005.11. － (粉体工学叢書 ; 第1巻).

本学教員著作物の寄贈リスト

中央図書館では、教員著作物等を積極的に収集しています。平成18年１－３月は下記の図書を寄贈
していただきました。ここにあらためてお礼申し上げます。

（寄贈者の敬称は略します。）

所　　属

文学研究科

教育発達科学

研 究 科

理学研究科

医 学 部

保 健 学 科

医 学 部

保 健 学 科

医 学 部

保 健 学 科

医 学 部

保 健 学 科

工学研究科

工学研究科

寄贈者名

塩 村 　 耕

速 水 敏 彦

上 村 大 輔

池 田 　 充

鈴 木 國 文

小 林 邦 彦

小 林 邦 彦

椿 淳 一 郎

椿 淳 一 郎

資料ID

11531070

11538054

11526896

11526895

11529954

11538056

11538057

11525621

11525622

配置場所

中央学

910.25/Si

中央学S

371/H

中央学

464/U

中央学

492.43/I

中央学

702.07/Su

中央学

491.1/Ko

中央学

491.1/Ko

中央学

571.2/Tu

中央学

571.2/H

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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寄　贈　資　料　名

粉体の生成 / 粉体工学会編. － 日刊工業新聞社, 2005.9.

－ (粉体工学叢書 ; 第2巻).

最新粉体物性図説 / 粉体工学会, 日本粉体工業技術協会

編. －第3版. －エヌジーティー, 2004.6.

Education reform in Thailand during 1999-2004 : success,

failure, and political economy of the implementation /

Waraiporn Sangnapaboworn. － Educational Development

Unit Graduate School of International Development, Nagoya

University, c2005. － (The political economy of education

reforms and capacity development in Asia / series editors,

Yasushi Hirosato and Yuto Kitamura ; no.1).

ノンフォーマル教育支援の拡充に向けて / 国際協力機構

国際協力総合研修所[編]. － 国際協力機構 国際協力総合

研修所, 2005.5. － (総研 ; JR04-67).

下からのグローバリゼーション : 「もうひとつの地球村」

は可能だ / 片岡幸彦編. － 新評論, 2006.2. － (グローバ

ルネットワーク21人類再生シリーズ ; 6).

貧困と開発 / 絵所秀紀, 穂坂光彦, 野上裕生編著. － 日本

評論社, 2004.11. － (シリーズ国際開発 ; 第1巻).

Industrial clusters in Asia : analyses of their competition and

cooperation / edited by Akifumi Kuchiki and Masatsugu

Tsuji. － Palgrave Macmillan, 2005.

GSID実用ハンドブック = Practical information regarding

GSID procedures / 名古屋大学大学院国際開発研究科・留

学生相談室編集. － 第5版. － 名古屋大学大学院国際開

発研究科留学生相談室, 2006.3.

魯迅探索 / 中井政喜著. －汲古書院, 2006.1.

異郷の身体 : テレサ・ハッキョン・チャをめぐって / 池

内靖子, 西成彦編. －人文書院, 2006.2.

複雑系としての身体運動 : 巧みな動きを生み出す環境の

デザイン / 山本裕二著. －東京大学出版会, 2005.12.

所　　属

工学研究科

工学研究科

国際開発研究科

国際開発研究科

国際開発研究科

国際開発研究科

国際開発研究科

国際開発研究科

国際言語文化

研 究 科

国際言語文化

研 究 科

総合保健体育

科学センター

寄贈者名

椿 淳 一 郎

椿 淳 一 郎

Waraiporn

Sangnapa-

boworn

村 田 敏 雄

木 村 宏 恒

岡 田 亜 弥

岡 田 亜 弥

浅 川 晃 広

中 井 政 喜

長 畑 明 利

山 本 裕 二

資料ID

11525623

11525624

41398453

11531068

11532324

11534692

41400252

11538053

11531069

11538055

11526894

配置場所

中央学

571.2/H

中央学

571.2/H

中央図

372.237/S

中央学

333.8/Ko

中央学

304/Ka

中央学

333.8/E

中央図

509.22/K

中央学

377.9/N/

留学生

中央学

920.278/N

中央学

931.7/I

中央学

780.193/Y

≪自著紹介≫
『魯迅探索』（中井政喜著、汲古書院、2006年1
月）

魯迅（1881－1936）は、中国近代文学の父と
言われます。
この本は、私が70年代から80年代にかけて書

いた魯迅に関する文章を集めたものです。当時、

魯迅の小説の救いのない暗さを理解しようとし
たのが、私の文章のきっかけです。その後、魯
迅が翻訳した作品（『全集』では、著作と同じ
くらいの分量があります）を手がかりに、1920

年代から30年代にかけての、魯迅の社会思想、
文学思想の変化と発展を追究しました。また魯
迅が中国知識人として、困難を極めた旧中国社
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会の変革にどのように関わろうとしたのかを明
らかにしようとしました。

20年代の魯迅は、旧中国の変革に明るい展望
をもつことができませんでした。絶望にあらが
いつつ、魯迅はやがて20年代末から中国の民衆
を弁護しはじめます。1927年国民革命の挫折に
よって中国の進歩的知識人は大きな衝撃を受け
ましたが、しかし30年代に魯迅は新中国への道
を信ずるようになります。
あくまで自己の内部要求（個性・自己）に基

づき、文学と社会に関わろうとした魯迅の生き
方は、「文革」をへた1980年代の中国知識人の
とくに注目したところです。
現在私は、改めて魯迅を読み直そうとし、以

前書いたものを整理しました。ここから30年代
の魯迅追究に向け、新たな出発を考えています、
もう先が長くないことを自覚しながら。

『近世前期文学研究：伝記・書誌・出版』（近世

文学研究叢書 16）（塩村　耕著、若草書房、
2004年3月）
近世、とりわけ前期―江戸時代の初めから元

禄頃まで―は面白い。まず出版が本格化し、人
と書物とのかかわり方が一変した。また、同時
代に対する価値観も変化して、それまで無視さ
れたような、人や社会の諸相が描かれるように
なり、具体的には俳諧や狂歌をはじめとする俗
文学が花開いた。その結果、魅力的な書物がた
くさんつくられたのがこの時代だ。一方で、文
学が制度化される以前の「素朴」な姿がそこに
はあり、たとえば西鶴の散文は、「小説家」や
「作家」という生活形態のない時代に、魂のぎ
りぎりの発露として書かれた。そのような「文
学」以前の時代の「文学」を知るためには、い
わゆる「文学」のジャンルにのみとらわれてい
たのでは駄目で、あらゆる分野の文献とあがあ
がと格闘しなくてはいけない。そのような過程
で得られた、さまざまな書物や古人との、驚き
と喜びに満ちた出会いを、本書では取り上げた
つもりでいる。

1月7～8日の2日間、東海地区国立大学図書館
協会（会長：本学附属図書館長）主催による
「国立大学附属図書館の課題に関する館長懇談
会」が、名古屋大学附属図書館を会場に開催さ
れました。この懇談会は、国立大学の図書館長
が、大学図書館の経営者としての自覚と見識と
経営能力を高める場として企画され、法人化後
初めて開催されたものです。

1日目は、伊藤名古屋大学附属図書館長から、
懇談会の趣旨及び電子ジャーナル・電子ブック
など学術情報基盤整備の課題について報告があ
り、続いて三木律子氏（エルゼビア・ジャパン
社）による講演「学術情報環境の今日と明日－
商業出版社の場合－」が行われました。その後、
学術情報流通のあり方や電子ジャーナル、学術
機関リポジトリなどについて討議が行われまし
た。２日目は、雨森弘行氏（名古屋女子大学常

務理事）による講演「大学図書館の経営－図書
館長のあり方とその役割－」が行われ、その後、
学術情報基盤整備及び大学の情報戦略における
図書館の役割を中心として、人事・組織・財
政・サービスなど図書館経営全般についてトッ
プマネジメントの立場から幅広い議論が行われ
ました。全国立大学のうち約半数の図書館長が
参加し、1日半にわたる熱心で活発な意見交換
が行われました。

名古屋大学で「国立大学附属図書館の課題に関する館長懇談会」開催

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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１．Women's language and experience, 1500-1940. part 6. Mフィルム（26リール）（女性の言語と経験）
英国の大学図書館及び文書保管所に所蔵されている英国女性史資料を網羅的に集成したものであ

る。パート６は、ウィルトシャー、サマーセット、ハンプシャーの文書保管所所蔵の資料をマイク
ロフィルム化したもの。パート１～５は、既に中央図書館で所蔵し、このパート６が揃って本資料
が完結した。

２．昭和期前期刊行図書デジタル版集成　CD-ROM 「教育」部門「教育一般」分野　（団体著作物）
１－４（４枚）
国立国会図書館が所蔵する昭和期前期刊行の教育図書群のうち「教育一般」分野の図書のデジタ

ル版。発禁書等の「特」の部の文献を含む一大コレクションであり、日本の戦前期を知る資料とし
て、教育学研究者にとどまらず、さまざまな分野の研究者にとって類書のない第一級の資料と言え
る。

３．占領期ドイツのアメリカ占領地帯で発行された新聞　９紙　Mフィルム（61リール）
第２次世界大戦直後の占領期ドイツのアメリカ占領地帯において発行された新聞と米軍によって

発行された新聞を集めたもので、戦争直後の動揺・混乱しているドイツの社会環境の下で、安定と
秩序維持のために新聞が担っていた社会的機能を表している。

４．中外商業新報　第31－42巻　　リプリント（全12冊）
『日本経済新聞』の前身でかつ昨年度までの特別図書で購入した『中外物価新報』の継続紙。経

済ジャーナリズムの基礎を築いた新聞の復刻版で、明治期日本の経済状況が克明に判明する基礎的
かつ貴重な資料である。

５．Japan and America, c.1930-1955 : The Pacific War and the occupation of Japan.  part 1:Subject on World
War II and Japan. Mフィルム（23リール）（太平洋戦争勃発から日本占領に至る日米関係史）
太平洋戦争勃発から日本占領期の日米関係史におけるアイケルバーガー将軍の日誌、書簡、軍務

関係書類等のマイクロ資料。マッカーサーに次ぐ有力者といわれた彼の資料分析の意義は大きい。

６．世界の貧困対策と現状　　オリジナル（全８冊）
国際機関をはじめ多くの援助国が開発途上国に対して援助を行い、貧困対策を実施している。援

助機関、被援助国からは多数の報告書、論文、出版物が発刊されており、これらを関係分野ごとに
収録し論文集としてまとめたもので、研究者にとって非常に有効なものとなっている。

７．Vocabulario Portugues e Latino / Raphael Bluteau. リプリント（全10冊）
（ラテン語付ポルトガル語辞典）
ポルトガルも他のヨーロッパ諸国と同じようにフランスの辞書編纂学の影響を受けて18世紀に辞

書づくりの昂揚期を迎えた。ラファエル・ブリュトーにより刊行されたこの辞典はポルトガル語の
全般にわたる網羅的なものである。

８．尾張藩奥医師野間家文書　　オリジナル（書状等約1,200点）
医薬書、口宣案、典薬局勤務記録、診療処方記録、名古屋城下図、蔵書目録、尾張藩重臣及び医

師関係等の書状からなり、これまで解明されていない尾張藩奥医師の実態のみならず、尾張医学史
や藩政史など、地域研究の活性化につながる第一級の貴重な資料である。

平成17年度特別図書（人文・社会科学系）一覧
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　お　知　ら　せ　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

附属図書館の図書館・室名称の一部変更

附属図書館では、学内の17の図書館・室の名称を４月１日から変更しました。特に、学部名と研究
科名を併記した長い図書室名称などを、より分かり易く覚え易い名称に変更するのが主要な目的です。

旧名称（「国立大学法人名古屋大学」を省略） 新名称（「国立大学法人名古屋大学」を省略）

附属図書館 附属図書館中央図書館

附属図書館医学部分館 変更せず

附属図書館医学部分館保健学情報資料室 附属図書館医学部分館保健学図書室

文学部・文学研究科図書室 文学図書室

教育学部・教育発達科学研究科図書室 教育発達科学図書室

教育学部附属学校図書室 変更せず

法学部・法学研究科図書室 法学図書室

経済学部・経済学研究科図書室 経済学図書室

大学院経済学研究科附属経済国際経済動態研究 大学院経済学研究科附属国際経済政策研究セン

センター資料室 ター資料室

情報・言語合同図書室 変更せず

理学部・理学研究科図書室 理学図書室

理学部・理学研究科物理学図書室 物理学図書室

理学部・理学研究科化学図書室 化学図書室

理学部・理学研究科生命理学図書室 生命理学図書室

理学部・理学研究科地球惑星科学図書室 地球惑星科学図書室

工学部・工学研究科図書室 工学図書室

（中央図書室、機械・電子機械・航空図書室、電 （部局内図書室名は、変更せず）

気・情報図書室、化学生物系図書室、材料系図

書室、土木工学図書室、建築学図書室）

大学院生命農学研究科・農学部図書室 生命農学図書室

国際開発研究科情報資料室 国際開発図書室

多元数理科学研究科・数理学科図書室 数理科学図書室

環境医学研究所図書室

太陽地球環境研究所図書室

地球水循環研究センター図書室

アイソトープ総合センター図書室
変更せず

情報連携基盤センター図書室

総合保健体育科学センター図書室

留学生センター図書資料室 留学生センター図書室
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館燈（かんとう）：　名古屋大学附属図書館報 No.159 2006年５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）789－3684（ダイヤルイン）

・東海地区大学図書館協議会研修会（平成17-2回）
（中央図書館）<1/30>

・講演会「名古屋から見た日本と世界の医学史」
（医学部）<3/7>
・名古屋大学学術機関リポジトリ公開記念講演会
（中央図書館）<3/9>

◆部局動向
・附属図書館の部局図書室の名称変更<4/1>
・中央館：学外者への学習用図書の貸出を開始

<4/1本実施>
・中央館：施設利用時間を平日21:00までから21:30
までに延長<4/1本実施>
・「医中誌WEB説明会」（医学部）<3/7>

編集委員会
中井えり子（委員長）蒲生英博（中）田丸京子（中）
堀　茂（中）渡邊昌子（法）石田康博（情文）
山口典子（医）澤田さとみ（工）

333333〔行事等〕＜18.１.６～18.４.５＞333333

学外者への学習用図書貸出の開始
前号でもお知らせしましたが、中央図書館で

は、３階の学習用図書を、学外者にも館外貸出
しするサービスについて、その試行を平成18年
１月から行ってきました。その結果、平成17年
度学外者月別貸出人数、貸出冊数は、今年の1

月以降人数、冊数共に、前年比3倍以上に増え、
利用者の需要が多くあることが分かりました。
また、実施上もとくに問題が生じないという

結果が出ましたので、中央図書館は、利用細則
を改正して、４月から本実施することになりま
した。
貸出条件は、冊数３冊まで、貸出期間14日以

内です。貸出更新は、その図書への予約がない
場合には１回可能ですが、学外者の方は、学習
用図書の貸出予約はできません。

館内施設の利用時間を延長
昨年12月に行われた「館長と話そう！2005」

の中で、「中央図書館の閉館が22時なので、研
究個室などの館内施設の利用時間をもう少し延
長して欲しい」という要望がありました。閉館
準備作業などもあり22時までというのは無理で
すが、ホームページ等でお知らせして18年1月
から延長の試行をしてきました。その結果、4

月から利用細則を改正し、21時30分まで利用可
能とすることとなりました。
対象施設は、大学院生以上が使える研究個室、
共同研究室、学部生から使えるグループ研究室、
視聴覚ブース及び教職員が利用できる演習室で
す。なお、４階サテライトラボは、従来から21

時30分まで利用できます。

私費用複写機の増設
中央図書館では、複写の利用が多い私費用の

生協カード式複写機を地下１階に１台増設しま
した。また、２階のコイン式複写機も機種更新
をしました。

MyNUメニューボタンの追加
中央図書館２階のPCコーナーの17台のパソ

コンから、履修申請などでも利用できるMyNU
（名古屋大学ポータル：利用には全学IDが必要）
のメニューボタンを追加しました。なおこのコ
ーナーのOPAC用パソコンは、印刷やファイル
の外部媒体への保存ができませんのでご了承く
ださい。

愛知県内公共図書館との間に定期便を試
行開設（相互利用）
中央図書館では、昨年７月より東海４県の大

学図書館と公共図書館との相互利用サービス協
定に参加し、図書貸借と文献複写を行っていま
すが、４月から愛知県図書館（および同館経由
の県内公共図書館の参加49館も含む）との間に、
週１回の相互定期便を開設しました。
これにより中央図書館と参加各館との間の相

互利用サービスは、利用者の送料負担（図書及
び複写物）が不要となり利用し易くなりました。
この相互利用サービスは、現在のところ中央図
書館の相互利用窓口でのみ受付しており、相互
定期便は、平成18年度末までの試行として実施
されます。詳しくは、中央図書館相互利用カウ
ンターでお尋ねください。


