
１．はじめに

平成15年８月30日～31日にミュンヘンで行わ

れたIFLA（International Federation of Library

Association and Institutions、世界図書館連盟）の

プレコンファレンスに参加するとともに、日本

の電子ジャーナルの状況を発表してきましたの

で、その概要を報告します。このプレコンファ

レンスは、毎年開催されているIFLAの通常総

会（今年は第69回でベルリンにて開催）に先立

って行われた特定問題の国際会議です。今年は、

以下のようなタイトルで、デジタル情報の収集

と利用に関する発表と討議が行われました。

"Is digital different?

New trends and challenges in acquisition and

collection development"

なお、会議の詳しいプログラムなどは、参考

文献１に示されています。

２．会議の概要

１）会議会場と参加者

会議は、写真－１に示すミュンヘンのゲーテ

フォーラム（Goethe-Forum）で行われました。

今年のヨーロッパは、日本と違って猛暑でした

が、ミュンヘンは標高が高いため大変気持ちの

よい気候でした。ミュンヘンで行われたため、

実質の運営はミュンヘンにあるバイエルン州立

図書館（写真－２）のKlaus Kempらが中心にな

って行っていました。
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参加者はほぼ150名程度でしたが、日本人は

私一人という状況でした。１つの小さなホール

形式の会場（写真－３、４）でしたので、コー

ヒーブレークでも種々の参加者と話しができ、

大変和やかな会議でした。参加者は、図書館の

職員・研究者と書店の職員が多かったようで

す。

２）会議のプログラム

会議では、各国の16名の講演があり、キーノ

ート（Yale大学図書館のAnn Okerson）と３つ

の大きなセッションに分かれていました。各セ

ッションの後には、Reactor panelと称して、パ

ネルディスカッションが行われました。３つの

セッションのタイトルは以下のようなもので、

映画のタイトルなどをもじった洒落たものでし

た。

第１セッション：Our selection principles-gone

with the wind? 

収集原則は風と共に去りぬ？

第２セッション：Modern times-organising the

digital/hybrid collections

モダンタイムズ－デジタル情報およびハ

イブリッド情報の収集

第３セッション：Paradise lost or Paradise

regained?

失楽園あるいは再び楽園を得られるか？

各発表者の持ち時間は30分であり、通常の国

際会議に比べ長いものでした。パネルディスカ

ッションでは、講演者とフロアーから発言がと

ぎれもなく出て活発な討議が行われました。事

前にシナリオを作る日本の学会で行われるパネ

ルディスカッションとは趣が異なっていまし

た。内容は大半が日本の図書館界でも話し合わ

れているものでしたが、実体験からの生の声を

聞くことができました。図書館のデジタル対応

に関する悩みは深く、どの発表も、その中に解

答があるという訳ではありませんでした。デジ

タル情報の拡大によって、図書館の重要性は増

しており、種々のニーズがユーザーから寄せら

れていますが、それに応えるだけの経費、人材、

手法がないという状況は世界共通のようです。

講演者は、写真－４にあるようにスクリーン

横の少し後ろにある演壇で行うような形になっ

ており、講演者はスクリーンを見ることができ

ず、演台の上に置かれたパソコンの画面を見な

がら発表しました。大半の講演者はPowerPointを

使って発表しましたが、原稿を読む講演者もお

り、慎重で生真面目なこの傾向は、日本の図書

館界と共通のようでした。私だけは、いつもの

ようにスクリーンの前に出てレーザーポインタ

を使って、PowerPointのスライドを指しながら

発表させてもらいました。

限られた紙面で、会議の内容を詳しく書くこ

とはできませんが、この会議の論文は、以下の

URLからダウンロードすることができますの

で、参考にしていただければと思います。

http://www.bsb-muenchen.de/ifla/papers.htm

３）発表内容と討議

この国際会議への参加は、IFLAの運営メン

バーである国会図書館職員から依頼されてのも

のでした。参加して、論文を発表できることが
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条件で、かつ、自費で行ける人ということでし

た。これまで、私は国際会議に70編以上の論文

を発表していますが、図書館関係の国際会議は

初めてでした。国内では、最近は１年に10回前

後も図書館関係で講演するようになっています

が、英語での発表は多少躊躇するものがありま

したが、誰かが行く必要があるだろうと思い無

理をして参加しました。初日のネイティブのデ

ィスカッション時の早口にはまいりましたが、

何とか内容は分かりました。図書館界で有名な

人たちと生の声で問題点を共有でき、非常に貴

重な経験をしたと思っています。

私は、日本の国立大学図書館協議会で電子ジ

ャーナル・タスクフォースの主査として、この

３年で種々の外国出版社と約12,000タイトルの

電子ジャーナルのコンソーシアムを形成してき

た内容を発表してきました２）～５）。

電子ジャーナルのコンソーシアムは、日本よ

り早く諸外国でも形成されていますが、このよ

うな大規模で有利なコンソーシアムに驚きの声

があがりました。論文のなかでは、このコンソ

ーシアム形成までの経過と残された問題点を発

表しました。日本における会計法の縛りなどの

独特の環境や交渉の難しさなどを詳しく説明し

ました。とくに、出版社がその会社の全雑誌の

タイトルの電子ジャーナルを購読させるモデル

（ビッグディール）についての扱いについて、

国立大学附属図書館が有利になるように、種々

の契約モデルを工夫したことを報告しました。

パネルディスカションにおいても、このビッ

グディールについての意見を求められ、次善の

策（second best）であるという回答をしました。

３．国際的な情報発信について

この会議に参加して強く感じたのは、日本の

情報が正しく世界に伝わっていないということ

です。逆に変な形で日本の状況が伝わっている

ということです。コーヒーブレークの際、ドイ

ツの図書館職員と話したときに、次のようなこ

とを聞きました。「ドイツの３つの図書館でコ

ンソーシアムを作り、ある出版社と話し合った

ときに、そんな小さなコンソーシアムでは相手

にならない。日本のコンソーシアムは、99の図

書館が参加した大規模なものである。」という

ようなことです。我々の意図とは、全く異なる

引用になっており、もっと日本の状況や問題点

を発信する必要があると強く思いました。積極

的に図書館関係者が外国に出ていくことが大事

と思いました。とくに、雑誌価格の高騰問題な

どの図書館が抱えている課題は、国際的な連携

無しに解決しないだろうというのは、この会議

の参加者の共通認識でした。

わずかな試みですが、早速、名古屋大学附属

図書館は、大学本部のご協力を得て、今年度６

名の職員を諸外国の調査研究に出すことにしま

した。今年度、国立大学図書館協議会賞を受賞

したご褒美も兼ねていると思いますが、松尾総

長と渡橋事務局長に深く感謝致します。

来年度以降も日本からの積極的な国際会議へ

の参加が行われ、世界の図書館の連携が活発に

なり、このインタネット時代の図書館の役割が

果たせることを強く望みます。
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平成15年10月2日（木）に「伊藤館長と話そ

う！　附属図書館の今日、明日」と題して、学

部学生や大学院生を対象とした図書館利用者と

図書館長との懇談会を開催しました。

普段、図書館を利用している皆さんに、感想

とか要望など多様な意見をいただいて、これま

で図書館が取り組んできたさまざまな改善点、

今後の改善策、ひいては図書館運営の参考にし

たいという趣旨で、掲示により応募を呼びかけ

た結果、５人の学部学生、４人の大学院生の

方々にご出席いただけました。参加者の所属は

以下のとおりでした。

文学部４年、法学部４年、情報文化学部３年、

工学部４年、工学部４年、文学研究科M１、

法学研究科D１、国際開発研究科D３、

多元数理科学研究科D３

これまで、海外の大学に在籍経験のある研究

者の方々と図書館長が意見交換をしたことはあ

りましたが（館燈No.109）、直接ユーザーの意

見を聞くということは初めての試みで、意見を

まとめようということはせず、できるだけ率直

な意見を、気軽に出していただき、館長を含め

て参加者が意見交換するような進め方になりま

した。

「図書館長と図書館利用者との懇談会」を開催しました

中央図書館だけでなく、部局図書室を含めて、

次のような主に利用に関するさまざまな意見が

出されました。

１）時間外開館中のサービス、２）要望・意見

の出しやすさ、３）コピー機の設置からILLの

料金払込みの不便さ、４）OPAC表示の理解し

難さ、５）閲覧空間の照明や静謐さ、６）施設

の利用資格から部局所蔵資料、特に研究室貸出

資料の利用の不便さ、７）中央図書館と部局図

書室での資料収集や保存での不具合など、図書

館としてある程度問題意識はもっていても、さ

まざまな調整が必要なことから早急に解決でき

ずにいたことも、やはり利用者の生の声として

聞くと、なんとか工夫できないかと思います。

出席者からは、「スタッフと利用者（または

利用者どうし）が少しでも言葉や気持ちを交わ

しあえるような関係を築くことが大事」（後日

の感想から）ということから、このような企画

の継続が要望されました。年に１回以上の開催

を目指したいと思いますので、利用者の皆さん

にも積極的な参加をお願いします。
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現在、学内の中央道路では12月の開通に向け

て地下鉄工事が急ピッチで行われており、また

学内のいたるところで高層の近代建築物が建設

中ですが、昭和38年頃に建った文系部局の古い

建物には順次「大規模改修工事」が行われてい

ます。平成14年度後期に当教育学部・教育発達

科学研究科の建物にもその工事が行われ、２度

の引越し作業の後、平成15年５月から図書室も

新装開店になりました。その新しい図書室の紹

介と、改修後の感想などを書かせていただきま

す。

どこがどう変わったかと問われれば、先ず第

一に図書室が一つになったということが挙げら

れます。約40年前に建物が建った時の図書室ス

ペースは、当然年が経つにつれて不足して、

徐々に図書室が拡張された結果、中庭のプレハ

ブ小屋を含めて４つの書庫に分かれていまし

た。また、資料の配置も複雑な状況でした。叢

書等の別置や、新刊書、旧刊書別の配置など、

利用者のみならず、職員も混乱することが多く

ありました。中庭のプレハブ小屋は撤去され、

その分は減りましたが、スペースの一体化と資

料配置の一本化ができたことが改修工事の最大

のメリットだったと思っています。場所は前と

同じく本館１階の西側で、南北

の15スパン分は前と同じで、中

央の廊下部分が図書室に含まれ

て増えただけですが、室内が明

るくなったことも関係してか、

広くなったように感じます。構

造上どうしても場所を変更でき

なかった階段スペースを除く約

360m2の図書室の中は、実は集

密書架ばかりです。閲覧室、検

索コーナー、事務室を除いた後

は、中央通路の左右に集密書架

の側板しか見えないので、入っ

て来た利用者が思わず「書庫？」とつぶやいた

程でした。前の教育学部図書室の特徴といえば、

10段もの高い書架がある書庫が有名でした。梯

子段が書架の間に何本も立てかけてある様子が

まだ目に浮かびますが、これらの蔵書を前より

狭いスペースで収蔵し、また、今後の増加にも

対応できるようにするため書架は全て集密書架

にしました。しかも、せっかく高い天井である

ならと、８段用の書架を入れたため（現在は７

段として使用していますが）、１番上の書架は

踏台を使わないと利用できないので、たくさん

の踏台を用意しました。梯子段の替わりに現在

は多くの踏台が通路に待機しているといった状

態になっています。

閲覧室は南側の２スパン分を使用しています

が、通路側とはガラスの仕切りにし、通路への

採光と、室の独立性を確保しました。閲覧机、

椅子は木製で数年前に購入されたものですが、

周りが改修されたら、これらも生きを吹き返し

たように新品に見間違えられます。

事務室も独立したスペースを確保しつつ、カ

ウンターとの間はガラスの仕切りにして、双方

から見えるようにしました。相互に様子が分か

り、行き来がし易くなっています。

教育図書室の新装開店

堀　木　和　子



館燈 No.149（Nov. 2003）

－ 6 －

雑誌の新着展示用書架を無く

して、新着誌もバックナンバー

と同じ書架に置くようにしまし

た。これは、スペースのためば

かりでなく、今までの利用者の

利用動向から判断しました。ま

た、利用者用パソコン４台が置

いてある検索コーナーと複写機

はカウンターの近くにして、利

用者から質問等のし易いように

と考えました。

資料は、一般図書、参考図書、

雑誌・紀要、博論・修論、その

他の特殊資料群別（戦前の文部

省統計類、教科書、和装本、旧制学校一覧等）

に分けて配置し、特に利用者から問合せの多い

雑誌・紀要、博論・修論をカウンターの近くに

配置しました。

空調・除湿機も完備され、室内も明るくて、

利用者にも、職員にも、また資料にも快適な環

境になったのではないかと思っています。元々

の建物の構造上の制約や、改修工事の制約の中

で、このようにできたのは、先行工事実施館や

本部施設部始め大勢の方々のお世話になり、助

言や指導をいただいたおかげであり、また、図

書室の要望を取り入れて、書架の設置や什器の

配備を万善にしてくれた部局の姿勢に負う所が

多く、この場をお借りしてお礼を申し上げます。

当部局は学部の中では図書館資料も職員も一

番少ないですが、図書を大切にし、学生も大切

にするところです。改修工事中の移転先（旧核

融合科学研究所跡地）でも図書資料をほぼ全面

開架できるように書架やスペースを確保し、ま

た、移転先まで来られない学生のために、図書

室の出張窓口を文系総合館の中に設けていまし

た。こうした精神はこれからも持ち続けられる

と思いますが、図書室も更に努力していきたい

と思います。施設の快適さは、出来た当初は感

激しますが、すぐ慣れてしまうものです。現在、

全学、全国から多く利用されているのは、遡及

入力を早くから始めたせいばかりでなく、資料

の質と豊富さによるものと思っています。電子

ジャーナルや電子ブックその他の大きな仕組み

のものは、附属図書館一体で取り組んでいただ

きつつ、これから大学全体がますます大きな変

動期に入り、組織改革などがあったとしても、

資料を預かっている図書室は、サービスの中身、

資料の中身の充実が必要と考えています。さら

に、利用の環境を整え、着実に利用に供するこ

とができるようにし、次の時代に引き継いでい

ってもらいたいと願っています。

建物改修に伴い、周りの環境も整備されまし

た。建物の周りには昔からあった桜やメタセコ

イアが季節ごとに趣を変えて楽しませてくれま

す。あらたに整備された中庭にはオープンテラ

スが作られ、そこで学生たちは、しっかり根付

いた緑豊かな芝生、授業で作られている花壇

（畑？）の花や野菜が生き生きと育っているの

を見ながら、お昼の弁当や談笑を楽しんでいま

す。残念ながら、図書室の書架のある窓は全て

ブラインドを下ろしているので、中庭を見るこ

とができませんが、いつか気候のよい時期にお

しゃれなオープンテラスでランチをしてみたい

と思っています。みなさんも遊びに来てくださ

い。

（ほりき・かずこ　教育学部・教育発達科学研

究科図書室）
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平成14年度附属図書館蔵書冊数及び年間図書・雑誌受入数
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CNNj、放送大学を視聴できます

情報サービス課閲覧掛

2003年８月から、中央図書館でCNNjと放送

大学CSテレビを視聴できるようになりました。

CNNj

CNNjは米国CNNが以下の主要３チャンネル

から日本向けに番組を厳選・混成したニュース

チャンネルです。

・CNN/U.S.…アメリカ国内のニュース・情報

・CNNfn…世界の経済・金融ニュース・情報

・CNN International…世界各地40以上の支局

から届けられる国際基準のニュース

以前より、日本人学生、留学生を問わず利用

者から視聴希望の声が多くありました。世界の

時事情勢を把握する・語学学習に使うなど、汎

用性の高いチャンネルです。

放送大学CSテレビ

放送大学はテレビ等で授業を行っている大学

です。このチャンネルでは、放送大学で開講中

の幅広い分野（約300科目）にわたる授業をマ

イペースで学習することができます。

中央図書館では継続して放送大学のテキスト

を収集しており、それらを併用しながら幅広く

効果的な学習に役立てることができます。放送

大学テキストは１階北東側エリアの書架に配置

してありますのでぜひご活用ください。

★各チャンネルの利用方法

⇒海外衛星放送室「世界の窓」で見る！

（※CNNjのみ）

「世界の窓」は中央図書館３階東側にあり、

暖かい日差しの部屋の中、ソファでゆったりく

つろぎながら視聴することができます。なお、

「世界の窓」ではCNNjの他、世界各国の衛星放

送も常時放映しています。

⇒視聴覚ブースで見る！

視聴覚室は中央図書館３階北東側にあり、個

人ブースでヘッドフォンを使用し、じっくりと

見ることができます。視聴覚ブースは１～８ま

であり、各ブースにはこの他にもCD・VHS・

DVDなどの再生機器を備えています。

海外衛星放送室�
「世界の窓」�

�

視聴覚室�

利　用　時　間�
申込み手続き�

受付カウンターで�
申込み�

�

平　日

8:45-21:50

9:00-21:00

土・日・祝日

8:45-17:00



この度、留学生センターを通じ、名古屋栄ラ

イオンズクラブから、その10周年記念事業の一

環として、名古屋大学に在籍する留学生並びに

その家族のために約200万円分の図書、ビデオ

テープなどが附属図書館に寄贈され、3階ホー

ル部分に新たに書架を設置して留学生コーナー

として開設されました。

選書にあたっては、松浦まち子留学生相談主

事（留学生センター助教授）をはじめ、留学生

センターの教官の皆様にご協力いただきまし

た。学生サービスの一環としての留学生サービ

スは、今後とも重要な図書館サービスの部分で

あり、留学生の皆さんのご意見をいただきなが

ら、このコーナーをさらに充実させていきたい

と考えています。下は、10月24日（金）に行わ

れた贈呈式のひとコマです。

館燈 No.149（Nov. 2003）

－ 10 －

15.７.10 国立大学図書館協議会課題解決プロジェクトチーム会議（於：京都大学）

出席者：北村情報管理課長

15.７.11 第54回国公私立大学図書館協力委員会（於：大阪市立大学）

出席者：郡司情報システム課長

15.７.15 第３回電子ジャーナル・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

15.８.13 国立大学図書館協議会課題解決プロジェクトチーム会議（於：東京大学）

出席者：北村情報管理課長

15.９.１ 法人化後のＩＬＬ複写料金決済処理に関する地区連絡館対象説明会（於：東京大学）

出席者：北村情報管理課長、臼井情報サービス課長、鈴木情報管理課会計掛長

15.９.２ 第４回電子ジャーナル・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

15.９.９ 法人化後のＩＬＬ複写料金決済処理に関する地区説明会（於：名古屋大学）

出席者：内藤事務部長、北村情報管理課長、臼井情報サービス課長、郡司情報システム課長、

伊藤情報管理課課長補佐、藪本情報サービス課図書館専門員、鈴木情報管理課会計掛長

15.９.19 日本図書館協会大学図書館部会第19 回大学図書館研究集会

出席者：伊藤館長、蒲生情報システム課図書館専門員

15.10.３ 第２回国立七大学附属図書館長会議（於：東京大学）

出席者：伊藤館長

15.10.３ 第36回国立七大学附属図書館部課長会議（於：東京大学）

出席者：内藤事務部長

15.10.４ 第77次国立七大学附属図書館協議会（於：東京大学）

出席者：伊藤館長、内藤事務部長

333333333 〔国 内 図 書 館 関 係 日 誌〕 333333333

附属図書館３階ホールに 留学生コーナーを設置
名古屋栄ライオンズクラブからの寄贈を受けて

伊藤館長による感謝状の贈呈
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333333333 〔学内動向〕＜15.６.26～15.10.５＞ 333333333

◆会議

・第５回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討ワーキンググループ会議<7.4>

・中央図書館購入自然系外国雑誌見直し検討委員会

（第15-２回）<7.4>

・電子図書館推進委員会（第15-２回）<7.7>

・蔵書整備委員会（第15-２回）<7.7>

・電子図書館推進・蔵書整備合同委員会（第15-１回）

<7.7>

・第３回研究開発室教官会<7.14>

・伊藤圭介生誕200年企画展示会ワーキンググルー

プ会議<7.17>

・文系図書連絡会（H15-1）<7.17>

・目録電子化事業委員会（第15-1回）<7.18>

・図書館システム検討委員会（第15-2回）<7.22>

・中央図書館購入自然系外国雑誌見直し検討委員会

（第15-３回）<7.22>

・第６回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討ワーキンググループ会議<7.22>

・第15-４回学術情報事務会議<7.24>

・第15-３回附属図書館商議員会<7.25>

・法人化後の商議員会のあり方について

・法人化後の附属図書館長の選任方法について

・法人化後の諸手当等に関する提案について

・附属図書館職員組織の集中・一元化について

・平成14年度附属図書館図書費決算（案）につい

て

・平成14年度附属図書館運営費決算（案）につい

て

・平成15年度附属図書館図書費予算（案）につい

て

・平成15年度附属図書館運営費予算（案）につい

て

・平成14年度附属図書館研究開発室運営費決算

（案）について

・平成15年度附属図書館研究開発室運営費予算

（案）について

・蔵書整備アドバイザー制度要項（案）について

・業務システム検討委員会（第15-２回）<7.28>

・館燈編集委員会（第15-３回）<7.31>

・第７回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討ワーキンググループ会議<8.1>

・第８回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討ワーキンググループ会議<8.12>

・伊藤圭介生誕200年企画展示会ワーキンググルー

プ会議<8.21>

・第９回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討ワーキンググループ会議<9.3>

・第４回研究開発室教官会<9.8>

・電子図書館推進委員会（第15-３回）<9.9>

・蔵書整備委員会（第15-３回）<9.9>

・電子図書館推進・蔵書整備合同委員会（第15-２回）

<9.9>

・法人化後のＩＬＬ複写料金決済処理に関する学内

部局対象説明会<9.16>

・第15-４回附属図書館商議員会<9.18>

・法人化後の附属図書館長の選任方法について

・行政機関情報公開法における附属図書館等の保

有する図書館資料の取扱いについて

・附属図書館中期目標・中期計画について

・第15-５回学術情報事務会議<9.22>

・和漢古典籍整理専門委員会（第15-１回）<9.22>

・伊藤圭介生誕200年企画展示会ワーキンググルー

プ会議<9.25>

・伊藤圭介生誕200年記念展示会・講演会第４回実

行委員会<9.29>

◆行事

・国立大学図書館協議会賞受賞記念講演会・祝賀会

（於：附属図書館）<7.11>

・図書館長と図書館利用者との懇談会（於：附属図

書館）<10.2>

◆研修会・講習会等への参加

・平成15年度愛知県地区国立学校等新任係長研修

（於：名古屋大学、国立乗鞍青年の家）<6.24～

6.27>

参加者：岡田智行（経）

・平成15年度大学図書館職員長期研修（於：独立行

政法人国立オリンピック記念青少年総合センタ
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ー、筑波大学）<7.7～7.25>

参加者：川添真澄（中）

・図書系職員初任者研修（於：名古屋大学）<7.16～

7.18>

参加者：大塩和彦（中）、照井香（中）、金田志保

（教育）、川窪知子（医）、山本哲也（情連）

・平成15年度東海北陸地区著作権セミナー（於：ル

ブラ王山）<7.24～7.25>

参加者：大塩和彦（中）、原系子（中）、渡邊暢子

（医）、鈴木倫子（国際）、山本舞（国際）

・大学図書館職員長期研修講座ＳＣＳ視聴（於：名

古屋大学）<7.24>

参加者：10名

・ネットワークセキュリティ講習会（於：情報連携

基盤センター）<7.28>

参加者：山本哲也（情連）

・第４回西洋古典資料保存講習会（於：一橋大学）

<8.4～8.6>

参加者：森由香（法）

・愛知淑徳大学図書館実習（於：名古屋大学）<8.4

～8.8>

参加者：10名

・平成15年度図書館等職員著作権実務講習会（於：

岡山大学）<8.27～8.29>

参加者：森田友久（中）、米津友子（中）、金田志

保（教育）、川窪知子（医）、澤田さとみ（工）

・平成15年度愛知県図書館研究会高等学校部会名瀬

地区第２回研究会（於：愛知県立昭和高校）

<8.28>

参加者：小倉文子（教附）

・サテライトラボ管理者・教官向け講習会（於：名

古屋大学）<9.3>

・JSTORセミナー（於：ユサコ株式会社名古屋会場）

<9.16>

参加者：川添真澄（中）、澄川千賀子（中）

・日経テレコン21 新テレコンスクール 基礎編及び

応用編（於：日経新聞社名古屋支社）<9.18>

参加者：橋本紀子（中）

・電子ブック勉強会（於：名古屋大学）<9.18>

参加者：38名

・平成15年度国立学校等課長補佐級研修（於：独立

行政法人教員研修センター）<9.24～9.26>

参加者：蒲生英博（中）

・医中誌Web（Ver.３）説明会（於：愛知医科大学）

<9.25>

参加者：豊岡曜子（医）、渡邊暢子（医）

・平成15年度第１回総合目録データベース実務研修

（於：国立情報学研究所）<9.29～10.10>

参加者：夏目弥生子（農）

・平成15年度目録システム（地域）講習（於：名古

屋大学）<10.1～10.3>

参加者：照井香（中）、金田志保（教育）、小塚絢

野（経）、山川幸恵（医）、川窪知子（医）、花田

明美（医）

◆人物往来

＜はじめまして＞－新しく採用になった人－

・石川寛（研究開発室）9.16

◆規程等改正

・中央図書館学習用資料整備支援のアドバイザー制

度要項（15.７.25新規）

◆部局動向

・医分館：2003年度大学院基盤医科学実習「文献検

索」実施（於：医講義室＆サテライトラボ）<6.24

～6.30>

参加者139名

・国際開発情報資料室：平成15年度後期入学者オリ

エンテーション<10.2>

参加者８名

編集委員会

臼井克巳（委員長）大澤剛（中）中村香世（中）白

神由美子（中）金田志保（教育）近藤悦子（経）安

井裕美子（医）澤田さとみ（工）


