
１．法人化後の大学図書館
大学の役割が、教育、研究、社会貢献である

ということは、法人化後も変化はありません。
名古屋大学附属図書館も、この役割の名古屋大
学を支える大学図書館を目指すことは言うまで
もありません。自主性を持った個性ある大学と
して、「新しい教育研究領域、新しい教育研究
手法の確立」などを支える図書館を目指すこと
になります。法人化後は、大学は従来の部局単
位ではなく、今後は大学全体として説明責任を
社会に示す必要があり、大学図書館は「大学の
顔」という本来の役割を果たすことが求められ
ています。
大学改革の大きな目標の１つは、学生を中心

に据えるということです。法人化後の大学図書
館の方向性は、当然、大学改革の方向と一致し
ている必要があります。そのため、まず大学図
書館は、快適な学習空間、学習基盤をさらに整
備して、学生の学内滞在時間の長期化を図る必
要があります。このための資源確保は、大学が
責任を持って行う必要があります。
社会への説明責任としての情報発信につい

て、大学は従来、学部、研究科、センター、研
究所等がバラバラに情報を外に発信していまし
たが、これでは大学が持つ情報が外部から非常
に分かりにくいです。そこで、図書館が「大学
の情報発信の中心となる」ことも必要でしょう。

文部科学省のデジタル研究情報基盤ワーキン
グ・グループが平成14年３月に出した報告書1）

では、各大学が機関共同サーバーを作り、国立
情報学研究所と連携して、種々のコラボレーシ
ョン環境を提供するという構想で図書館機能の
強化を既に打ち出しています。名古屋大学附属
図書館では、情報連携基盤センターとも連携し
て、学術コラボレーションシステムやその発展
型である学術ナレッジ・ファクトリー構想を立
ち上げ、一部試行を開始しています。今後、こ
の構想を一層進める必要があります。
大学図書館も、大学の役割と同じく教育と研

究だけでなく社会貢献を目指す必要がありま
す。大学構成員のためだけの図書館ではなく、
市民などの学外者にもオープンにすることが求
められています。名古屋大学の中央図書館は、
早くから休日開館を実施しており、本の貸し出
しを含む市民への図書館開放も既に行っていま
すが、今後は、さらに大学図書館資料を必要と
する学外者へのサービスの提供が求められま
す。また、来館を待ってサービスを行うだけの
姿勢ではなく、積極的に図書館を高度利用でき
るような工夫も必要です。貴重な図書館資料を
積極的に開示する展示会や講演会の重要性もま
すます高まると思います。
大学図書館も“経営する”、つまり、業務の

改革や責任体制の明確化を行う必要がありま
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す。これは、単に独自の収入源を求めるという
ようなものだけではなく、もっと根本的な改革
を求められています。大学自体、IT武装化を進
める必要があり、図書館は大学の情報戦略の中
心にあるべきだろうと思います。
今後、大学図書館の間では競争と連携をする

ことになります。連携は、大学の学術基盤整備
と情報発信の核となるという点に関して、これ
まで以上に行い、競争は、個性ある大学を支え
る図書館を設計することによって行うことにな
ります。大学図書館は、両方の視点でその存置
理由を常に問われます。時代に合致した自律的
なたゆまぬ変革を行い、外部評価を受けて説明
責任を果たさなければなりません。

２．競争と連携による図書館経営
競争というと、すぐにゼロサムの奪い合いと

いうようなイメージを受けますが、ここでいう
競争は、そのようなものを意味しません。質の
向上を目指すことを意味します。先進的な試み
を自己責任で行い、大学の新しい教育研究分
野・教育研究手法や社会貢献を支援するという
意味です。護送船団方式で、合意を取って、一
斉に同じ事をするということの対極に位置する
考え方です。
法人化に対応するためには、これまで以上に

連携が必要であり、特に地域連携と国際連携が
重要になると思います。
図書館の連携については、古くから認識され

ています。しかし、現状では、設置形態が類似
の館間での連携は多少ありますが、設置形態の
異なる館間では、ほとんどありません。もはや
財政的にとても１館ではやっていけません。例
えば、一般書を収集している公共図書館と教育
研究書を収集している大学図書館の連携は、補
完できる関係にありますが、これまで、多くの
国立大学は積極的ではありませんでした。「イ
ンターネット」や「デジタル化」という道具が
整備されつつあり、また「社会の要請」という
風も吹いていますので、設置形態を越えた実質
的な連携をする環境が整ってきたと言えます。
その連携活動を始める例として「デジタル･

レファレンス」が挙げられるのではないかと思
います。先行事例の「デジタル･レファレンス」
として、米国のQuestionPoint2）があります。こ
れは、OCLCやLCなど100以上の図書館による

共同プロジェクトで、信頼性、持続性ある共同
レファレンス・サービスを提供しようとするも
のです。インターネット上のQuestionPoint によ
って、24時間いつでもプロのレファレンス・ラ
イブラリアンがサービスを提供するという
Virtual Reference Serviceです。
公共図書館との連携と棲み分けも必要となり

ます。大学図書館と公共図書館は、互いの代わ
りはできませんが、市民や大学構成員のニーズ
が非常に多様化しているので、双方が協力しな
いと生涯教育やNPO支援等に対応できません。
また、公共図書館を含む地域連携に関しては、
地域の中核拠点として大学図書館はあるべきで
しょう。大学図書館だけの連携組織ではなく、
実際の共同事業を行える館種を越えた連携組織
が必要でしょう。
地域の連携を進めるために、大学図書館と公

共図書館の連携の枠組みとして、「東海地区図
書館協議会」の設立を目指して、既に名古屋大
学附属図書館のリーダーシップにより話し合い
が進んでおり、今年中には新しい連携の枠組み
ができるものと思います。

３．法人化後のハイブリッド図書館整備
名古屋大学附属図書館は、従来型図書館機能

と電子図書館機能を有機的に融合したハイブリ
ッド図書館を目指しています。法人化後、各国
立大学職員は、法人のために働く必要があり、
他の国立大学法人のためには、何もできず連携
ができないと考えている人もいるようです。少
なくとも、法人に害を与えるような連携はでき
ませんが、電子図書館機能の整備のための連携
の代表である電子ジャーナルコンソーシア
ム 3）～6）などは、当然、国立大学法人の利益にか
ないますので、これまで以上の利益が得られる
ような活動を行っていく必要があります。
電子図書館機能整備の問題点は大きく分けて

1)著作権問題、2)費用、3)新しい資質を持った
人材の育成、の３点ですが、いずれも単独で解
決できるものではありません。
電子ジャーナルは導入に膨大な費用を要しま

すのでコンソーシアムが必要です。電子ジャー
ナルの欠点であるアーカイブスについても、日
本では国立情報学研究所が既にアーカイブスの
サーバーを立ち上げましたが、今後も強化する
必要があります。市民が大学に来て利用する場
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合（Walk-in User）も、電子ジャーナルは原則
利用可能としていますので、社会貢献の道具に
もなります。名古屋大学の中央図書館では、学
外の来館者に対する電子ジャーナルの印刷サー
ビスを、この４月から開始しています。
私立大学でも、電子ジャーナルのコンソーシ

アムが立ち上がる予定です。また、国公私立大
学図書館協力委員会でJCOLC（Japan Coalition
of Library Consortia）を作りました。現在はま
だ単なる情報の共有ですが、少しずつ公私立大
学にもコンソーシアムを広げようと努力される
と思います。
電子ブック（e-Book、Online Book）について
は、世界で10億ドル市場になるとも言われてい
ます。それに対して日本は相当遅れをとってい
ます。今後、この電子ブックに関しては大学図
書館が役割を果たせるのではないかと考えてい
ます。例えば、教科書であれば、著者、利用者、
サービスする図書館、いずれも学内にあります。
また、同じ冊子版は大学出版会から出版すれば、
費用の問題はないだろうと思います。さらに、
WebCTなどのe-Learningツールにも対応できる
ようにすると良いと思います。外国では既にe-
Learningで電子化された講議を無料で公開して
いる大学もあります。
名古屋大学附属図書館研究開発室は、情報連

携基盤センターとも連携しながら、電子ブック
の普及と高度利用について検討を行っていま
す。
法人化に関連して、図書館及び職員に求めら

れるものは、情報技術を活用した学内、地域、
全国、国際的連携です。それから、文化情報資
源の維持発展を忘れてはなりません。情報技術
を活用した新しい知恵も必要です。研究開発機
能、企画･立案、経営力といった、新しい資質
が求められています。

４．おわりに
これまで、名古屋大学附属図書館は、法人化

後を見据えた準備を、種々してきましたが、こ
の４月に法人化が実施されて、いよいよその成
果が試されることになります。法人化を成功に
導くためには、経営や運営に責任をもつ役員会
などの執行部の的確な判断と見通しとともに、
教育研究評議会や商議員会などの審議組織がう
まく機能して、職員の創意工夫と協力がうまく

融合することが必要です。その意味では、法人
化は、大学構成員の個々人が自主性と意欲を持
って活動することが求められています。
図書館学で有名なS.R.ランガナタンの「図書

館学の５原則」の１つに「図書館は成長する有
機体である」がありますが、今こそこれを名古
屋大学で実践して、歴史的転換点とパラダイム
転換を乗り越えていかなくてはなりません。大
学や図書館の置かれている危機的状況は変革の
チャンスでもあり、図書館の自己改革と再設計
を行うため、図書館の迅速な意思決定システム
を創り、地域及び全国レベルで大学図書館が連
携協力することによって、大学図書館がその本
来の役割を果たせるように、図書館職員一同努
力していくつもりです。
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2003年冬に英国の５つの図書館を訪問する機
会を得ました。以下、見聞の一端を報告します。
＋ 期間：2003.11.16～11.23
＋ 目的：英国における日本語資料・古典籍
の現状、及び海外の図書館に関する調査

はじめに：訪英に至るまで
今回の訪問は、目的・訪問先の設定、相手機

関とのコンタクト等を出張者自身が行いまし
た。訪問目的を設定するにあたっては、今回の
訪問実現が平成14年度展示会「古書は語る」に
深く拠っている点を踏まえました。出張者両名
は国内機関への出張すらほとんどなく不安を抱
きつつの船出でしたが、多くの方からのご助言
をいただきつつ、拙い英語をもフルに発揮して、
何とか訪問までこぎつけることができました。

１．The British Library（London）

蔵書1,200万冊、スタッフ総数2,400名を数え
る英国図書館は世界を代表するナショナルライ
ブラリーです。英国及びアイルランドで出版さ
れるすべての印刷物の無償納本を受けます。
建物は非対称で、これは隣接するセントパン

クラス駅が隠れないよう景観に配慮したためだ
そうです。入館後、目の前に現れるのは、ジョ
ージⅢ世の旧蔵書Kings Libraryです。蔵書約６
万冊を一箇所に集中管理するという遺言に従
い、保管されています。
日本関係資料は人文系を中心に8万冊以上を

所蔵しています。1969年以降のものが遡及入力
されており、Union Catalogue（英国日本語出版
物総合目録）で検索できます（注1）。それ以前
のものはカード、または冊子目録によります。
古書コレクションは大英博物館の設立者である
スローンがケンペルの蔵書を買入れたものを核
に構成されています。19世紀半ばに大英博物館
へ収められた日本語資料は和綴じから洋綴じへ
と綴じ直されており、痛みが激しいようでした。
私たちは『源氏物語絵詞』（17世紀後半、土佐

派）と『弁慶物語』（岸信介1960年寄贈との書
き入れ）を閲覧しました。なお、日本部門の利
用者層としては、①日本からの研究者　②日本
語学習者　③その他一般　の順に多いとのこと
です。

２．The University Library (University of

Cambridge)

大学内の学部、研究所、カレッジなどに約
100の図書館（室）があり、私たちは、その中
心となっているUniversity Libraryを訪問しまし
た（写真１）。資料の配置状況としては、
University Libraryに研究資料が、その他の図書
館（室）に教育資料が置かれ、研究室への配置
はないとのことでした。なお、全学の蔵書は
600～700万冊に及びます（内、約半数程度が貸
出可能）。
日本関係資料の蔵書は約9万冊で、年間受入

冊数は図書約1,000～1,500、雑誌カレントタイ
トルが約350で、これらは青井パビリオンと東
洋学部の図書館に配置されています。青井パビ
リオンは約4億5千万円の寄付によりUniversity
Library南側ウィングに増築された建物で、日本
語、中国語、韓国語の各研究資料を所蔵してい
ます。一方、東洋学部の図書館の蔵書は英語資
料が中心とのことです。

英 国 の 図 書 館 訪 問 記

大塩和彦・真野博和

海外の図書館訪問記　その２

写真１ The University Library (Cambridge)
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青井パビリオンは地上2階・地下1階の建物
で、2階の入口を抜けると手前がサービススペ
ース、奥が事務室、その他レクチャールームな
どもありました。1階と地下1階には手動式の集
密書庫があります。その一部は閉架で、Aston
Collectionを中心とした和装本、軸物と『明治期
刊行図書マイクロ版集成』を所蔵しています。
古書はW. G. AstonやE. Satowが集めた資料が蔵
書の核となっており、請求には冊子体目録を使
用します。また、配架状況として特徴的であっ
たのは、「請求記号＝登録番号」としている点
と、①言語　②地域の順で配置されている点で
した。私たちは英国に初めて伝わったといわれ
る日本語資料『吾妻鏡』を閲覧しました。

３．Bodleian Japanese Library (University of

Oxford)

オックスフォード大学には、カレッジ、学科、
学部図書館等を含むボドリアン図書館グループ
が存在しますが、Bodleian Japanese Libraryはこ
のグループを構成する1館です。全蔵書約10万
冊の内、約8万冊が日本語資料で、写本・和装
刊本など古書を約1,000冊所蔵しています。日
本研究者向けのものを中心に、特に地方史関係
が充実しています。古書は、温度・湿度管理の
下、貴重書室に保管されていました。目録は未
整備とのことですが、館長の頭の中ではしっか
りと把握されているようです。
この他、ボドリアン図書館グループの中心に

はBodleian Old Library（1602年創立）（写真２）、
Bodleian New Library（1946年創立）があり、私
たちは前者のツアーに参加しました。ボドリア

ン図書館は貸出しを行わないというポリシーを
維持していますが、この伝統には、この図書館
の納本図書館としての役割とともに、図書館に
は常に資料が備わっているべきだというひとつ
の思想が垣間見られます。なお、2000年には
Oxford University Library Service (OULIS)が形成
され、ボドリアン図書館を中心に全学的な組織
統合を図る動きもあるようです。

４．Main Library (University of Sheffield)

シェフィールド大学は、英国における日本研
究の拠点のひとつです。図書館の蔵書約130万
冊の内、日本語資料は2万5千冊、日本語逐次刊
行物は200タイトルあり（1/3が開架）、古書を
含む図書の全てと、雑誌の1/3がNACSIS-CATへ
登録済みです。
Main Libraryでは、1850年以前の古い資料が

Special Collectionsとして保管されており、日本
語資料の古書はここに収められています。その
中で『北斎漫画』『東海道中膝栗毛』を閲覧し
ました。刊本のみの所蔵で写本はないとのこと
です。また特別資料として、占領期のマイクロ
資料、1930年代のファシズム関係の資料を所蔵
しています。
館内で目に付いたものとして、カウンターに

レジスターがあり、延滞のペナルティとして罰
金を払う学生がいたこと、PCコーナーに約100

台のパソコンが設置されているものの、不足気
味で利用待ちの学生の列ができていたことなど
がありました。コピーセンターでは、PCコー
ナーからLAN経由の出力や、資料の複写が行わ
れていました。ここではIDカード（学生証）を
利用して支払いをしていました。

５．Main Library (The University of Edinburgh)

1580年創立のエジンバラ大学図書館（EUL）
は17の図書館からなり、300万冊の蔵書、約
4,000タイトルの電子ジャーナルを有するスコ
ットランド有数の大学図書館です。各学部が3

つのCollegeへ集約された現在、図書館サイドで
も資料の集中化が図られつつあるようです。
Main LibraryはEULの中心で、人文・社会系

資料のセンターでもあります。現在の建物は８
つのフロアのうち利用者向けスペースが6フロ
アとなっており、館内にはLibrary Shopやカフ写真２ Bodleian Old Library (Oxford)
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2003年11月30日夕暮れ。ニューヨーク州、ジ
ョン・F・ケネディ空港。アメリカ東海岸の大
学図書館を訪問する私の海外出張の始まりだっ
た。出張期間は７日間。訪問先は東海岸に位置
する３つの大学の図書館だった。総合大学のラ
トガース大学。工学専門のマサチューセッツ工
科大学。歴史を誇るハーバード大学。それぞれ
の大学図書館を訪問し、先進的な電子図書館の
利用者サービスについて、サブジェクトライブ
ラリアンから情報を入手するのが主な目的だっ
た。
最初に訪問したのは学生数約5万人の総合大

学でニュージャージー州立のラトガース大学
（Rutgers University）。ここでは、科学と薬学の
図書館（Library of Science and Medicine）でサブ
ジェクトライブラリアンについての話を伺っ
た。図書館はライブラリアン（Librarian）とい
う資格を持った職員と資格を持たない職員で構
成されており、ライブラリアンの資格はアメリ
カでは図書館学修士Master of Library Science
（MLS）を持っていることが条件だった。特に
分野を特定されて配置されているサブジェクト

ライブラリアンとしての仕事は、その分野のよ
り専門的なレファレンス、選書、教官との情報
交換が主な仕事であった。キャンパスがとても
広いラトガース大学のレファレンスサービスは
Eメールでの参考質問が非常に多いとのことで、
これはAsk-a-Librarianと呼ばれ、図書館 Web
Site から簡単に質問を行うことができ、回答は
48時間以内に送られる。またリアルタイムで参
考質問のやりとりをするAsk-a-Librarian-LIVE
というシステムもサービスしていた。
施設面では、図書館の利用方法等を教えるた

めの部屋があり、メインのコンピューターから
指示してレクチャーするシステムを活用して情
報リテラシー教育をするとのことだった。
次に訪れたのはボストンにあるマサチューセ

ッツ工科大学（Massachusetts Institute of
Technology）の科学図書館（Science Library）。
近代的な建物群がとても美しいキャンパスでビ
ルの一角を占めていたのが科学図書館だった。
改修が行われた出入口のカウンターコーナーは
とてもデザインが洗練されており（写真１）、
その前には 24 hour study room があった。ここ

アメリカ東海岸の大学図書館訪問報告
―利用者サービスの向上をめざして―

粟　野　容　子

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ェなどがありました。なお、大学のコンピュー
タ部門（ECS）と同居しています。
東アジア部門では、言語が東アジアオリジナ

ルの資料を1967年以降収集しています。その数
約40,000点に上りますが、中国語が大半で日本
語資料は約1,000点程度に留まる状態です。な
お、政府基金を共有しているスコットランドの
他大学図書館との間でリソースシェアリングが
行われていますが、エジンバラ―グラスゴー間
などは近距離のため、利用／管理両面で有効に
機能しているとのことです。

おわりに：出張を終えて…
計画当初、職務経験の浅い私たちにとっては

海外の図書館を訪問することなど夢のような話

に思われました。また、訪問先担当者の方との
実際のやりとりは、できるだけ日常業務の身近
な側面を切り口とし実務に即した形で行うよう
心がけましたが、これが予想以上に困難で、コ
ミュニケーション力の不足を感じました。です
が、訪問先図書館の方々の親切さに助けられな
がら海外の図書館の現状に触れることができ、
刺激的で有意義な旅であったと思います。最後
になりましたが、伊藤館長はじめ、お世話にな
った皆さまにお礼申し上げます。

（注1）http://juc.lib.cam.ac.uk/

（おおしお・かずひこ 情報サービス課閲覧掛）
（まの・ひろかず 農学部図書掛）
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では利用者が24時間好きな時に学習することが
できた。コピー機と学習用の机、椅子が配置さ
れており、グループルーム２室を含む広さで定
員30名。図書館の片隅にあり周囲がガラス張り
で外から中が見えるようになっていた。この部
屋の利用についてその日の午後、インタビュー
した学生に尋ねた。学生寮での勉強ができない
時に利用するそうで、深夜はキャンパス内の警
備が行われており、学生寮への送迎のサービス
もあるとのことでキャンパス内の安全に配慮が
されていた。
最後に訪問したのはハーバード大学

（Harvard University）のカボット科学図書館
（Cabot Science Library）。マサチューセッツ工科
大学と同じボストンにありながら、そのキャン
パスの建物群は対照的で歴史を感じさせ、静か
なたたずまいをみせていた。そんな中でカボッ
ト科学図書館が入っているサイエンスセンター
ビル（写真２）は現代的な建物だった。その中
には教室以外に、１階エントランスのフロアス
ペースに電話機のようにEメール用のコンピュ
ーターが数台設置され、飲み物や食べ物のショ
ップもあった。ビル全体が開放的な雰囲気でそ
の一角に図書館があり、１階から３階の一部分
を占めていた。職員の働く場所は個室又はパー
テーションで仕切られたブースの中で、個人の
エリアをそれぞれが持っており、事務室に多く
のデスクが並ぶ日本とは文化的背景の違いを強
く感じた。図書館内にある製本や修理の作業工
房では貴重本の修理等を行い、和紙も多く使用
されていた。和紙は白からベージュ、茶がかか
ったものというように種類が多く、たいへん質
がいいものだと話されたのを聞いてうれしくな
った。

蔵書数の増加に対しては郊外に図書を保存す
るところstorageを持っていて、利用者の貸出希
望に応じて図書が搬送され、何回か借り出され
た本は規定により図書館に戻されるシステムだ
った。
この図書館では利用者に積極的に働きかける

利用者サービスがあった。大学内の食堂施設等
に出向き、コンピューターやプリンター等の機
器を配置して仮設の図書館利用サービスコーナ
ーを設け、図書館利用ガイドやレファレンスサ
ービス等のサービスを行っているとのことだっ
た。図書館を身近に利用できる効果的なサービ
スになっていた。
まとめ：
訪問した各図書館はWeb Site でのレファレン
スサービスが充実しており、訪問前の情報入手
がかなりできた。インターネット上での情報公
開と利用者へのサービスの必要性の理解を深め
た。
この文章を書くにあたり、訪問先でのライブ

ラリアンの方々には本当に多くの情報を心良く
頂いたことを改めて確認した。忘れることがで
きない体験と共に深く感謝をしたい。
海外に図書系職員を単独で派遣するという企

画は私にとっては大冒険だったが、たいへん有
意義で貴重な経験となった。次回は行ってみた
いという声も報告会の後に聞かれた。このよう
な企画がさらに発展して続くことを願ってい
る。
幸運にも外国出張に行かせて頂き、関係した

すべての方々に感謝の意を表したい。

（あわの・ようこ 前多元数理研究科図書室、
現愛知教育大学附属図書館）

写真１ 科学図書館（MIT） 写真２ サイエンスセンタービル（Harvard Univ.）
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平成15年度特別図書（人文・社会科学系）一覧

１．Women's Language and Experience, 1500-1940 : Women's Diaries and Related Sources. Part５．
（女性の言語と経験）マイクロフィルム 20リール
英国の各機関に所蔵する女性史関係資料の集成。パート１-４は昨年までの特別図書で購入済み。
パート５はEssex Record Office の資料から。

２．国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成
「教育」部門「学校史・学校案内」分野　第１－27 マイクロフィルム（27リール）
国立国会図書館が所蔵する明治期刊行の教育図書群のうち「学校史・学校案内」分野の図書のマ
イクロ版。平成７年度からの継続購入。

３．向山誠齋雑記　天保・弘化篇　第１－13巻（全13冊）影印本
江戸幕府の勘定方役人向山誠齋が幕府の行財政・外交等に関する文書・記録・先例等を筆録した
もの。天保・弘化篇は天保改革期の立法史料や対外関係の貴重な史料を多く含む。

４．中外商業新報　第１－12巻（全12冊）リプリント
『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。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。

５．Japan and America, c. 1930-1955 : The Pacific War and the occupation of Japan.
Series 1, Part 2 : Subject files on Japan and diaries. マイクロフィルム（20リール）
太平洋戦争勃発から日本占領期の日米関係史のなかで、第２次大戦及び日本占領期におけるアイ
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．Foreign Nations : the special studies series : Middle East, 1998-2002. Supple.
（世界各国情勢；米国の主要シンクタンクによる各国外交・国内事情特別報告集：中東・アラブ
編）マイクロフィルム（14リール）
中東・アラブ地域の国際関係、政治変動、軍事バランス等の広範なテーマを網羅する最新データ
及びデータ分析を所収し、研究論文集でもある。

７．Collection of the Books on Body and Sexualities.
（身体論関連文献コレクション）17冊、リプリント
ジェンダー論研究に必要な諸文献をThe Body, Performance, Sexualities, Sexual Outcasts の４分野で
まとめたもの。

８．Linnaeus, C. / Houttuyn, M.: Natuurlyke historie, of, uitvoerige beschryving der dieren, planten en
mineraalen. Deel 2, Stuk 1-14. Deel 3, Stuk 1-5.
（ハウトゥイン：自然誌、またはリンネ氏の体系による動物・植物・鉱物の詳細記述）19冊（全
37巻中）オリジナル
ハウトゥインによるリンネの『自然の体系』の蘭訳本。分類体系や学名はリンネによるが他は訳
者自身の膨大な研究成果をまとめたもの。飯沼慾齋や伊藤圭介の関係においても貴重なオリジナ
ル資料。
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本年４月１日から、「名古屋大学」は法人化して「国立大学法人名古屋大学」となりました。

これに伴い、附属図書館の利用規程等の内容が一部改正されましたので、お知らせします。

今回の改正の主な趣旨は、法人化に伴い改めて独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

施行令第１条第１項第５号により、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第２条第２項

第２号の政令で定める施設（所謂「歴史的資料等の保有機関・施設」をいう。）として総務大臣の指

定を受けるためです。

詳細な内容については、本年４月以降閲覧室備え付けの「名古屋大学附属図書館利用規程」及び

「名古屋大学附属図書館中央図書館利用細則」をご覧いただくか、庶務掛（内線3667）または閲覧掛

（内線3675）にご確認ください。

主な改正点について

１．図書館の利用資格に「一般の者」を明記したこと

２．一般の者の閲覧利用に当たっての手続きを簡素化し、利用証の交付、取扱い及び貸出しに関す

る規定を整備したこと

３．図書館資料の目録と図書館利用規程等を閲覧室に備え付ける規定を設けたこと

４．独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第２条第１項第３号に準じ、図書館

資料の個人情報等記載部分の閲覧を制限する規定を設けたこと

５．閲覧室の著しい混雑時に利用制限できる規定を設けたこと

６．新年度からの学年暦の変更に対して開館時間、休館日等所要の改正を行ったこと

法人化に伴う附属図書館利用規程等の改正のお知らせ

16.  1.  9 国立大学図書館協議会法人格取得問題に関する附属図書館懇談会（第7回）（於：東京大

学）

出席者：伊藤館長、内藤事務部長、北村情報管理課長

16.  1.14 東海地区公共図書館・大学図書館館長懇談会（於：名古屋大学）

出席者：伊藤館長、逸村研究開発室助教授、内藤事務部長、北村情報管理課長

16.  1.22 平成15年度国立大学附属図書館事務部長会議（於：富山大学）

出席者：内藤事務部長

16.  1.23 国立大学図書館協議会第4回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

16.  1.28 第7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

16.  2.13 NACSIS- CAT/ILL講習会担当者会議（於：国立情報学研究所）

出席者：蒲生情報システム課図書館専門員

16.  2.19 東海地区図書館協議会（仮称）連携・協力検討部会（第16-1回）（於：名古屋大学）

出席者：伊藤館長、逸村研究開発室助教授、北村情報管理課長、臼井情報サービス課長、

伊藤情報管理課課長補佐、川添情報サービス課参考調査掛長

333333333 〔国 内 図 書 館 関 係 日 誌〕 333333333
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333333333 〔学内動向〕＜16.1.６～16.４.５＞ 333333333

◆会　議

・情報セキュリティー対策推進協議会<1.7>

・第2回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討（第二次）ワーキンググループ会議<1.7>

・蔵書整備委員会（第15-5回）<1.8>

・電子図書館推進委員会（第15-5回）<1.8>

・館燈編集委員会（第15-6回）<1.9>

・図書館システム検討委員会（第15-4回）<1.13>

・図書館システム仕様策定委員会<1.13>

・大学ポータル専門委員会<1.19>

・第15-6回附属図書館商議員会<1.19>

・法人化後の附属図書館長の選考規程について

・法人化後の附属図書館商議員会の構成について

・法人化後の文献複写規定の取扱いについて

・法人化後における情報公開法への対応について

・法人化後の名古屋大学附属図書館規程について

・法人化後の名古屋大学附属図書館研究開発室規

程について

・第3回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討（第二次）ワーキンググループ会議<1.21>

・第15-9回学術情報事務会議<1.21>

・業務システム検討委員会<1.23>

・第8回研究開発室教官会<1.26>

・図書館システム仕様策定委員会<2.2>

・第4回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討（第二次）ワーキンググループ会議<2.4>

・情報セキュリティー対策推進協議会<2.4>

・第9回学術情報開発専門委員会<2.6>

・第5回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討（第二次）ワーキンググループ会議<2.12>

・館燈編集委員会（第15-7回）<2.12>

・図書館システム仕様策定委員会<2.16>

・蔵書整備委員会（第15-6回）<2.20>

・電子図書館推進委員会（第15-6回）<2.20>

・第9回研究開発室教官会<2.23>

・第15-7回附属図書館商議員会（持ち回り審議）

<2.24>

・法人化後の名古屋大学附属図書館規程の一部改

正について

・第15-10回学術情報事務会議<2.27>

・図書館システム検討委員会（第15-5回）<2.27>

・第6回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討（第二次）ワーキンググループ会議<3.2>

・大学ポータル専門委員会<3.3>

・情報セキュリティー対策推進連絡会<3.3>

・第15-8回附属図書館商議員会<3.12>

・平成17年度概算要求学術ナレッジ・ファクトリ

ー（仮称）構築案等について

・電子図書館化計画について

・平成16年度電子図書館推進委員会専門委員につ

いて

・平成16年度文部科学省経費による電子ジャーナ

ル購読計画について

・附属図書館各種規程等の一部改正等について

・防犯カメラ等の設置について

・第7回法人化後の附属図書館の業務・組織等の検

討（第二次）ワーキンググループ会議<3.15>

・第10回研究開発室教官会<3.22>

16.  3.  5 国立大学図書館協議会第5回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

16.  3.10 第8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

16.  3.12 全国漢籍データベース協議会第4回総会（於：学術総合センター）

出席者：峯岸ななえ（情報システム課図書情報掛）

16.  3.23 東海地区図書館協議会（仮称）連携・協力検討部会（第16-2回）（於：名古屋大学）

出席者：逸村研究開発室助教授、北村情報管理課長、臼井情報サービス課長、

伊藤情報管理課課長補佐、川添情報サービス課参考調査掛長
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・第10回学術情報開発専門委員会<3.22>

・図書館システム仕様策定委員会<3.22>

・第15-11回学術情報事務会議<3.24>

・医系・理系図書室連絡会<3.24>

・和漢古典籍整理専門委員会（第15-3回）<3.26>

◆行　事

・第1回外国出張者の帰国報告会（於：附属図書館）

<1.15> 参加者：37名

・第2回外国出張者の帰国報告会（於：附属図書館）

<1.23> 参加者：36名

・第6回附属図書館研究開発室懇談会－言語処理技

術が拓く学術情報流通基盤－（於：附属図書館）

<1.26>

・ILL学内連絡会（於：附属図書館）<2.13>

・第7回附属図書館研究開発室懇談会－診療情報

（カルテ）の開示をめぐる様々の問題について－（於：

附属図書館）<2.27>

・2004年春季名古屋大学附属図書館特別展内覧会

（於：附属図書館）<3.22>

・2004年春季名古屋大学附属図書館特別展－和歌

（うた）の書物：新古今和歌集とその周辺－（於：

附属図書館）<3.23～4.21>

・平成15年度第2回名古屋大学附属図書館長と 全学

図書系職員との懇談会（於：附属図書館）<3.25>

参加者：70名

◆研修会・講習会等への参加

・平成15年度愛知図書館協会レファレンスサービス

研修（於：愛知県図書館）<1.9> 参加者：大嶋寛

子（中）、橋本紀子（中）

・学術ポータル担当者研修（於：国立情報学研究所）

<1.13> 参加者：山本哲也（情連）

・平成15年度学術情報リテラシー教育担当者研修

（於：学術総合センター）<1.19～1.21> 参加者：川

添真澄（中）、粟野容子（多元）

・東海地区大学図書館協議会研修会（平成15年度第

2回）（於：椙山女学園大学）<2.19> 参加者：伊藤

館長、伊藤哲谷（中）、他９名

・平成15年度愛知図書館協会資料保存研修（於：愛

知県図書館）<2.20> 参加者：飛田美穂（中）、原

系子（中）、花田明美（医）

・名古屋大学電子図書館国際ワークショップ（於：

名古屋大学）<3.8> 参加者：53名

・平成15年度愛知図書館協会IT研修（於：愛知淑徳

大学）<3.11-12,16> 参加者：粟野容子（多元）

◆人物往来

＜ご多幸をお祈りします＞－退職された人－

・島岡眞（情報管理課資料管理掛長）3.31

・入山美智子（情報サービス課閲覧掛長）3.31

・石黒直子（情報システム課図書情報掛）3.31

＜ご健闘を期待します＞－他機関等へ昇任・転任に

なった人－

・内藤英雄（東北大学附属図書館事務部長）4.1（附

属図書館事務部長から）

・粟野容子（愛知教育大学附属図書館参考係長）4.1

（理学部・理学研究科・多元数理科学研究科図書

掛から）

・棚橋是之（豊田工業高等専門学校庶務課図書係長）

4.1（国際開発研究科情報資料室から）

＜はじめまして＞－他機関から転任した人－

・山下洋一（附属図書館事務部長）4.1（金沢大学附

属図書館事務部長から）

・山本利幸（情報管理課資料管理掛長）4.1（岡崎国

立共同研究機構庶務課情報整理係長から）

・畠山輝敏（教育学部・教育発達科学研究科図書掛

長）4.1（核融合科学研究所庶務課図書係長から）

＜はじめまして＞－新しく採用になった人－

・山口典子（情報システム課図書情報掛）4.1

・平田沙矢香（法学部・法学研究科図書掛）4.1

・松下律子（医学部分館情報サービス掛）4.1

・岡田佳子（情報管理課会計掛）4.1

・中田有紀（情報管理課資料管理掛）4.1

・奥村文子、三輪美保子、天野望、 小川七衣、 小

松由弥（以上、情報サービス課閲覧掛）4.1

・石坂裕子、小倉奈津子、大和祐子（以上、情報サ

ービス課相互利用掛）4.1

・柴田恵（情報システム課雑誌掛）4.1

・市川智子、徳元まいね、中島孝司、野村砂緒里、

橋本美早子、水野牧子、三角享子、森かをる（以

上、情報システム課図書情報掛）4.1

・辻公子、長屋隆幸、若松克尚（以上、研究開発室）

4.1
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・篠田拓（医学部分館情報管理掛）4.1

・江口啓子、岡本美奈、小澤あゆみ、小嶺真耶、櫻

井瑠衣、藤田亮（以上、医学部分館情報サービス

掛）4.1

・橋本真弓、蜂矢健介（以上、医学部分館保健学情

報掛）4.1

・小林忠資、小林文生、島義弘、下木戸隆、李振潔

（以上、教育学部・教育発達科学研究科図書掛）

4.1

・田中春奈、松本麻人（以上、教育学部・教育発達

科学研究科附属学校事務掛）4.1

・尾崎水帆子、武田恭子（以上、情報文化学部・情

報科学研究科図書掛）4.1

・酒井真由（理学部・理学研究科・多元数理科学研

究科化学図書室）4.1

・岩間知美（理学部・理学研究科・多元数理科学研

究科生命理学図書室）4.1

・大島明子、近藤千恵、立花知加子（以上、理学

部・理学研究科・多元数理科学研究科多元数理科

学図書室）4.1

・筧麻紀（工学部・工学研究科図書掛）4.1

・尾崎啓子、加藤ゆかり、須賀理会、武田智子、鶴

見美奈、盛田暁（以上、農学部・生命農学研究科

図書掛）4.1

・許琳玲、Rolando Requena Minami、孟科（以上、

国際開発研究科情報資料室）4.1

・小出昌子（地球水循環研究センター図書室）4.1

・井上久子（総合保健体育科学センター図書室）4.1

＜これからもよろしく＞－配置換になった人－

・高橋知恵子（情報サービス課閲覧掛長）4.1（工学

部・工学研究科図書掛長から）

・堀木和子（情報システム課雑誌掛長）4.1（教育学

部・教育発達科学研究科図書掛長から）

・岡本正貴（医学部分館情報サービス掛長）4.1（情

報連携基盤センター学術電子情報掛長から）

・澄川千賀子（工学部・工学研究科図書掛長）4.1

（情報システム課雑誌掛長から）

・石田康博（情報連携基盤センター学術電子情報掛

長）4.1（医学部分館情報サービス掛長から）

・峯岸ななえ（経済学部・経済学研究科図書掛）4.1

（情報システム課図書情報掛から）

・菊池有里子（理学部・理学研究科・多元数理科学

研究科図書掛）4.1（経済学部・経済学研究科図書

掛から）

・森由香（農学部・生命農学研究科図書掛）4.1（法

学部・法学研究科図書掛から）

・夏目弥生子（国際開発研究科情報資料室）4.1（農

学部・生命農学研究科図書掛から）

◆規程等の改正

・名古屋大学附属図書館規程（16.4.1新規制定）

・名古屋大学附属図書館研究開発室規程（16.4.1新

規制定）

・名古屋大学附属図書館商議員会規程（16.4.1新規

制定）

・名古屋大学附属図書館利用規程（16.4.1新規制定）

・名古屋大学附属図書館中央図書館利用細則

（16.4.1新規制定）

・名古屋大学附属図書館文献複写規程（16.4.1新規

制定）

◆部局動向

・医分館：CINAHL on Ovid Onlineサービス開始

（於：鶴舞・大幸キャンパス）<1.15～>

・医分館：BDS（ブックディテクションシステム）

の導入（於：保健学情報資料室）<4.1～>

・工学部電気・情報図書室：IB電子情報館に移転・

開室 <4.1～>

・国際開発情報資料室：世界銀行情報コーナー開設

<4.1～>

編集委員会

臼井克巳（委員長）山本利幸（中）中村香世（中）

三好千里（中）金田志保（教育）澤口由好（法）安

井裕美子（医）川窪知子（医）


