
国立大学法人（以下「大学」という。）の中
期目標・計画は、6年を1期として実質的には大
学が立案し、それをもとに国が各大学の中期目
標を定め、中期計画を認可します。大学は、国
の直轄運営ではなく、運営の大部分を任せられ
ますが、目標・計画とその実施結果をもとに公
的な評価機関による第三者評価が行われます。
その反映として、運営費交付金の配分や、大学
の存廃権に関わることで国が最終的な責任を持
つという構造です。
大学は、中期計画の遂行のため、さらに年度

計画を決めて文部科学省に提出します。平成16

年度名古屋大学年度計画は、180項目におよぶ
行動計画が決められています。その中で、附属
図書館と深く関係する部分は、4か所あります。
それは、教育支援機能の充実、学術情報基盤の
整備、地域文化の振興、国立大学間の連携協力
推進の4つの項目で、そこでの大学の事業また
はある部分が、附属図書館が主導的に担い、責
任を持つ領域であるとされています。
各部局も、それぞれの中期目標・計画に基づ

く年度計画を作ります。附属図書館の平成16年
度年度計画は、92項目にわたる事項を今年度の
重点計画としています。全体は12の大項目に分
けられますが、ここでは利用者に関係の深い領
域について、とくに大学の年度計画に盛り込ま

れた4項目を中心に、附属図書館の平成16年度
の年度計画を紹介します。

１．教育支援

この領域は、教育支援体制・設備の充実とい
った附属図書館が担う基本的な役割の部分であ
り、図書館サービスをいかに向上させ教育の成
果を上げるかといった部分である。青字部分は、
平成16年度名古屋大学年度計画の記述で、これ
らは附属図書館の年度計画にもほぼ同じ内容が
書かれている。
＜教育支援機能の充実＞

（大学の中期計画） 教育学習に必要な資料・情

報の収集・提供に努めるとともに、電子図書館

的機能及びネットワークを高度化し、情報アク

セス環境の整備を図り、教育学習支援機能を充

実する。

（大学の年度計画） 学生等が自由に情報にアク

セスできる環境として、全学で1,000台以上、
附属図書館で100台以上のPCを整備する。附属
図書館は、TAによる共通教育・基礎セミナー

受講生を対象とした情報リテラシー指導を支援

するとともに、学部学生、大学院学生への電子ジ

ャーナル利用法などの講習会を50回程度行う。

全学の学習用図書館の基幹をなす中央図書館
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では、シラバスの活用、推薦図書制度、蔵書整
備アドバイザー制度などにより、教育内容に密
着した学習用図書資料を整備し、十分に活用し
てもらうことを重要な目標としている。
全学の学生用PC環境は、情報メディア教育

センターと11か所のサテライトラボ設備を主体
に、中央図書館や部局図書室でも、特にインタ
ーネットに接続されたPC端末を整備し、学生
が不便なく利用できる環境を提供する。
基礎セミナーTA（Teaching Assistant）に対す

る図書館情報リテラシー指導は、全国的にも特
徴的で個性ある事業で、160名以上のTAの所属
するセミナーで、図書館で指導を受けた各TA
が、10名前後の受講生に図書館情報リテラシー
教育を行うことで、間接的ではあるが、短期間
に2,000名近くの学生に一定の情報利用指導を
することができる。他に3-4年生や大学院学生
などを対象とした図書館情報リテラシー指導、
電子ジャーナル利用やデータベース利用講習会
なども中央図書館や部局図書室で積極的に事業
を進めており（図1）、学生等の学術情報利用の
知識・技術のレベル向上を図る計画である。

教育支援に関わる附属図書館の年度計画に
は、その他以下の事項がある。
①中央図書館の年間開館日数を増加させる（蔵
書点検期間の休館を廃止）。
②「蔵書整備アドバイザー」による中央図書館
学習用資料の点検・更新・収集の第2期計画を
実施する。
③中央図書館に自動貸出返却装置を導入する
（16年度後半に2台の導入を計画している）。
④利用案内の改訂、図書館・室の外国語案内表
示の充実を図る。
⑤法令・判例資料等を整備し法科大学院学生へ
のサービスを行う。

⑥電子ブックの導入を検討する（情報メディア
教育センターなどと共同で計画を検討し進めて
いく）。

中央図書館の開館日数は、10年度の325日間
から、16年度には344日間まで増加しており、
休館日は、年末年始と月1回の書架整理日だけ
となる（図2）。部局図書室等では、自動入館装
置などによる24時間利用を実施するところも増
えつつある。中央図書館は、学習用図書資料の
整備を重点事項としており、予算確保とともに
教員との連携による資料選定を一層充実する計
画である。大学図書館の利用者は、全国的に減
少傾向にあるが、本学中央図書館は、図3にあ
るように入館者、貸出冊数も漸増である。今後
さらに貸出し等も含め利用の向上を目指す方策
を実施していく。

２．学術情報基盤の整備、研究支援

この領域では、附属図書館が大学内の情報関
連部局等と連携し、学術情報の提供・発信の共
通基盤整備を行うとともに、研究支援サービス
の重要な役割を果たすことが求められている。
＜学術情報基盤の充実＞

（大学の中期計画） 全学の学術の基盤となる附
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図１．図書館情報リテラシー関係の講習会開催回数

図２．中央図書館の年間開館日数と開館時間数

図３．中央図書館の年間入館者数と貸出冊数
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属図書館、博物館を始めとする全学共通基盤施

設の充実と発展を図る。

（大学の年度計画） 附属図書館においては、電

子ジャーナルのカレント版を12,000タイトル、
バックファイルを200タイトル導入する。図書
資料の電子的目録化率を80％以上にする。高木
家文書（11.5万点）、伊藤圭介文庫（1.8万頁）
の電子画像化・メタデータ作成と公開を、その

20％まで行う。

15年度末の電子ジャーナル提供数は約8,300
タイトルであるが、さらにLexisNexis Academic
（約3,500タイトル）、Oxford Univ. Press（160タ
イトル）を年度内に導入する計画であり、図4-
5に示すように、全国的にもほぼトップクラス
の利用環境を維持する方針である。またWeb of
Scienceを始めとするオンライン文献情報データ
ベース群の提供もさらに充実を図っていく。
図書資料の目録電子化は、すでに目録化が必

要な全蔵書の75％を終え、図6の計画進行のよ
うに20年度ですべて完了する予定である。完成
後は、図書資料約210万冊以上の大規模データ
ベースとなり、全学の図書検索に大きな力とな
ると期待される。高木家文書、伊藤圭介文庫等
の電子化計画は、今まで部分的な実験的電子化

が行われてきたが、16年度に科学研究費が措置
され、今後５年の継続的事業として14万点にの
ぼる地域資料のインターネットでの公開を目指
している。
その他、この学術情報基盤整備に関わる附属

図書館の年度計画には、以下のものがある。
①大学の所蔵する和漢古典籍の目録データを冊
子で刊行し、電子的目録の検索システムにより
２千冊までのデータを公開する（全学の９万冊
余りを対象に整理作業を進めており、16年度は
第4期計画を開始する）。
②研究成果の電子的発信システムの構築研究と
実験を行う（大学ポータル開発、学術機関リポ
ジトリ開発などを、国立情報学研究所や情報連
携基盤センターなどとの共同研究を推進して行
う）。
③文系特別図書購入計画を継続実施する。
④中央図書館の研究用コーナー、外国文学セク
ションを充実する。
⑤国際規模の学術資料相互利用（GIF）プロジ
ェクトに参加推進する。
⑥利用者からの相互利用オンライン申込みシス
テム導入を検討する（全学的展開を目指す）。

３．社会連携・国際交流

社会との連携、国際交
流は、法人化により特に
重視されている領域であ
る。特に地域文化・教育
への貢献などで、附属図
書館は、大学の顔として
の社会貢献を求められ、
大きな責任を背負ってい
る。

図４．電子ジャーナルの提供タイトル数と利用状況

図５．他大学の電子ジャーナルの提供タイトル数との比較（2004）

図６．図書資料目録のオンライン電子化
（目録の遡及入力事業）

Ａ大　　　 Ｂ大　　　 Ｃ大　　　 Ｄ大　　　 Ｅ大　　　 Ｆ大　　　 名大　　 Ｇ大　　 Ｈ大　　　 Ｉ大　　　 Ｊ大　　　国立平均
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＜地域文化の振興＞

（大学の中期計画） ①附属図書館、博物館等の

学内施設の公開を進め、地域サービスを拡充す

る。②地域文化の振興を図るための公開講座、

講演会を増やす。③地方自治体と連携した文化

事業を充実する。

（大学の年度計画） 附属図書館は、市民の年間

利用者数1万人規模の学外サービスを継続し、
資料閲覧、複写、館外貸出しを行う。さらに、

企画展示会とその関連講演会を年2回程度開催
し、市民参加者を年間千人規模とし、地域との

交流を深める。

地域貢献特別支援事業の一環として、附属図

書館における木曽三川流域の歴史情報資源活用

等の文化事業を進める。

名古屋大学附属図書館の市民への公開は、資
料の閲覧などではすでに門戸開放が行われてお
り、中央図書館では部分的な館外貸出しも制度
化されている。生涯学習の気運が高まっている
現代社会への貢献策として、今後も積極的に拡
大していくことが求められている。また、東海
地区の公共図書館などとも連携・協力を行う計
画も進行している。
附属図書館は、研究開発室とともに、最近は

年２回の企画展示会・講演会を開催しており、
参加者は回を重ねるごとに増加し、特に市民が
増えている。今後も常設展なども併せて地域に
定着した事業としていく。研究開発室が関わる
木曽三川の治水・歴史関連資料の整理事業は、
新資料の発見なども合わせ一層の広がりと地域
連携体制を整えつつあり、今後更なる発展が期
待されるものである。

この領域では、以上のほか、国際化対応として
留学生サービスの充実、電子図書館構築の国際

交流、図書館界での主導的役割に関する計画を
立てている。
①学術ナレッジ･ファクトリ計画の実施方策を
検討する（学術情報の電子的提供と社会とのコ
ラボレーションを目指す附属図書館の概算要求
事項である）。
②地域団体などからの留学生支援を募り、図書
資料、AV資料の整備など留学生用図書資料を
さらに充実させる。
③「世界の窓」（海外衛星放送施設）の活用を
図る（アジア、欧州、北米など海外の衛星放送
を提供する）。
④電子図書館国際会議を平成17年度に開催する
準備活動を行う（17年8月に本学で開催予定）。
⑤図書館関連の団体での重要な任務を果たし、
電子ジャーナル・コンソーシアムなどの拡大に
貢献する。

４．業務運営の改善及び効率化

附属図書館は、学外機関との連携による図書
館サービスの質とスピードの向上を目指してお
り、また学術情報提供における新たなサービス
領域、技術の開発などに挑んでいる。
＜国立大学間の連携強力推進＞

（大学の中期計画） 学術情報関連の全国共同利

用施設の相互協力による国立大学間の学術情報

の有効利用、共有化を促進するための連携協力

を強化する。

（大学の年度計画） 附属図書館は、国際規模の

学術資料相互利用を推進し、国内の図書館間の

電子的配信によるサービスの高速化を実施す

る。国立国会図書館、国立情報学研究所等と連

携して各種データベースの構築を進め、学術機

関リポジトリの開発に参加する。

我が国と主に北米の大学図書館との間で迅速

写真１．展示会・講演会「川とともに生きてきたⅡ」(2003.3)
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な資料提供を目指すGIF（Global ILL Framework）
プロジェクトは、学術情報提供の新しい試みで
あり、国内外の約140大学が参加している。本
学も積極的に参加して推進をしていく。

15年度末から、相互利用複写サービスで、図
書館間のファックスや電子メール送信が制度的
に認められ、より迅速な資料提供が可能となっ
た。また、中央図書館では、16年度から電子ジ
ャーナルの論文等を印刷物で提供するサービス
も開始した。
各種データベースの構築は、Web上の資源を

記述するメタデータ・データベース、参考調査
事例の蓄積と共同利用を行うレファレンス・デ
ータベースなど、他機関と共同の試みが始まっ
ている。学術機関リポジトリの開発計画は、今
後学内外の情報関連部局とも連携し、大学の知
的成果を蓄積して発信するシステムの共同開発
を目指している。
その他、この領域では、バックグラウンドの

整備として、附属図書館の組織・運営体制の改
善、業務の効率化、職員の確保と育成などの計
画を立てている。
①附属図書館の組織の一元化に向けた検討を行
う。
②図書館電算機システムの大学ポータルとの連
携、セキュリティ向上を図り、財務会計システ
ムと連動させる。
③附属図書館ホームページ、部局図書室ホーム
ページの改善を図り、コンテンツの充実に努め
る。
④中央図書館の蔵書点検を自動化し、時間の効
率化を図るとともに開館日を増加させる（蔵書
点検による休館を廃止する）。

５．その他

以上に述べたもののほか、附属図書館年度計
画には、つぎのような項目がある。いずれも重
要な課題であるが、紙幅の都合で項目と事項を
挙げるに留める。法人化により大学図書館に何
が可能となるのか、また何が新たに求められる
のかを精査し、実行可能な範囲内での計画とし
て立てられたものである。
＜外部資金、経費の抑制＞

①科学研究費補助金による「エココレクション」
データベース作成計画の継続申請を行う。

②奨学寄付金を積極的に募り、学外からの図書
館活動への支援の呼びかけを広く行う。
＜自己点検・評価活動＞＜情報公開＞

①自己点検評価・第三者評価の平成17年度実施
に向けてデータ収集を行う。
②図書館概要、広報誌、図書館統計、自己評
価・外部評価報告書などをホームページで公開
する。
＜施設整備＞＜保存図書館整備＞＜図書集中化

のための施設要求＞

①旧古川図書館を整備し、保存機能を強化する。
不要資料の廃棄を行い、書架の効率的運用を図
る。
②旧名古屋高商蔵書、東大農学部保転資料の活
用を図るための整備を行う。
③「情報プラザ（仮称）」、「附属図書館西館」
新営整備を国に要求する。
＜安全管理＞＜図書館利用者、職員の安全確

保＞

①防犯ビデオカメラ装置、防犯ベル、携帯ベル
などを設置し、安全な図書館利用空間を提供す
る。
②東海地震情報への対応要項を整備し、非常時
対応マニュアル整備、火災・地震等に対する避
難訓練を行う。

関連資料
1）附属図書館中期目標･中期計画、平成16年度
附属図書館年度計画
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/koho/
2）名古屋大学中期目標･中期計画、平成16年度
名古屋大学年度計画
http://www.nagoya-u.ac.jp/out/nu-plan.html
3）法人化後の附属図書館経営について－競争
と連携－（伊藤義人）『館燈』No.151,2004.5.15．
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/koho/kanto/
kanto151.pdf
4）附属図書館概要2003-2004年
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/koho/gaiyo/gaiyo.pdf
5）附属図書館統計データ（平成15年度）
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/koho/tokei/
『館燈』本号p.9-10に一部掲載
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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―」
は、３月23日（火）から、４月21日（水）のほ
ぼ一ヶ月にわたり、中央図書館４F展示室にお
いて開催された。入場者数はほぼ700名、かな
りの盛況だったと思う。
本年一月、本学名誉教授後藤重郎先生のご芳

志により、多くの新古今和歌集関連の貴重な書
籍が寄贈された。本学には神宮皇学館文庫・岡
谷文庫・小林文庫などの充実した文庫が既に備
わるが、さらに大きな柱が加わったことは誠に
喜ばしい。これを機に、歌集・歌論など、本学
所蔵の和歌に関する書物を展示する運びとなっ
た。

多くの和歌関連の書物から50点ほどを選び、
３つのコーナーを立てて展示した。「１．特
集・新古今和歌集」は、さらに「新古今和歌集
と王朝文化」「新古今和歌集とその時代」「版本
のさまざま」に分類、時代背景・歌人群像・王
朝文化の継承など、さまざまな観点から新古今
集の全体像が理解しやすいよう努めた。ちなみ
に、江戸時代に刊行された新古今集の版本は、
30余種にわたるが、そのほぼすべてが本学の所
蔵となった。「２．歌まなびの世界」では、古
今伝授、また伊勢の御師の文芸活動を伝える資

料を紹介。「３．和歌の注釈とその変遷」では、
一首の和歌が時代とともにどのように解釈され
てきたのか、その違いを新古今集の注釈書を取
り上げて示した。
企画を進めるにあたって、まず懸念されたの

は、地味で生彩の乏しいものになるのではない
か、ということであった。ほとんど絵もなく、
まさに連綿と文字ばかりが続く―しかもそれは
解読に困難である―そのような書物たちは、親
しみにくいものかも知れない。容易に目を楽し
ませる絵画や工芸品との大きな違いであろう。
こうした危惧もあって、さまざまに配慮した。
まず不可欠なのが翻刻である。行・字配りも忠
実に翻刻したものを透明なビニールに印刷、ガ
ラスケースに貼り付け、鑑賞の一助とした。変
体仮名の一覧も配布した。また図録の説明では
不充分ということもあり、毎週月・木曜の午後
３時からは、大学院学生によるツアー形式のガ
イドも行った。誠実かつ適切な応対であったと
思う。立案の段階から運営に至るまで、文学
部・文学研究科の学生有志の協力によるところ
が大きかったことを、ここに特記しておきたい。
会場に隣接して第二展示室も設置し、和歌関係
の入門書や専門的な研究書を閲覧できるように
した。関心をさらに深め、あるいは疑問点を解
決していただきたいと意図してのことである。

春季特別展「和歌の書物」及びギャラリートークを終えて

―展示会・講演会の実施内容・報告等について―

大 井 田 晴 彦

桜の造花に結ばれた短冊

来場者で賑わう展示会場
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遠くから足を運んで下さる方も少なくないの
だから、出来るだけ楽しんでほしい。鑑賞する
だけでなく、積極的に催しに参加してほしい。
そうした願いから、和歌・俳句・漢詩など、思
いつくままに短冊に書いていただく、自作コー
ナーも用意した。桜の造花に結ばれた、色とり
どりの短冊が華やかさを演出した。なお、優秀
作には館長賞が贈られることになった（＊）。
今回の特別展を記念し、４月17日（土）には、
田中喜美春先生（元本学教授）・島田修三先生
（愛知淑徳大学教授・歌人）のお二人の講師を
お招きしてのギャラリートークが開催された。
田中先生の「新古今集とその時代」は、幕府と
の軋轢のなか、王朝復古の理想を抱いていた後
鳥羽院の和歌と新古今集の編纂をめぐってのご
講演。島田先生の「新古今和歌集と前衛短歌」
では、正岡子規・斎藤茂吉らに否定的に評価さ
れてきた新古今集の詩学に塚本邦雄がいかに共
鳴し、定家の本歌取りを試みているかを明らか
にされた。どちらも専門的な話題でありながら、
分かり易くユーモアあふれる巧みなお話に、会
場の皆さんは熱心に聞き入っておられた。ちな
みに、この日の来場者数は、約160人。最高記
録である。

一ヶ月に及ぶ展示を通じて感じたのは、大学
に寄せる社会の関心と期待の高まりである。今
回は新聞・テレビ・ラジオなどで大々的に取り
上げられたことも手伝ってか、名古屋市内・東
海地区はもとより、関東・関西からも多くの方
が見えた。文学研究者のみならず、和歌や書道
に関心を持つ一般の方が多かったのは実に喜ば

しい。アンケートの回答も概ね好意的であった。
文化・情報の発信の拠点として、開かれた大学
の重要性と責任を重く受け止めた。そのために
は、やはり図書館の充実が大きな課題である。
貴重な古典籍を購入するのは、残念ながら財政
的に困難であり、社会とのいっそうの連携を推
進していかなくてはならない。
残念に思ったことも率直に記しておきたい。

それは、学内の関心の低さである。会場の隣に
はサテライトラボがあり、インターネットを利
用する学生が頻繁に出入りする。入場無料なの
だから、ついでに立ち寄ってもよさそうなもの
だが、素通りである。学内外の温度差は予想以
上に大きかった。一方が電子媒体、もう一方が
昔ながらの写本・版本というのも皮肉である。
この例に限らず、どうも名古屋大学には無関心
が蔓延しているように見受けられるのだが、果
たして社会の期待に応えていけるのかと思う
と、いささか心もとない。
これからの課題は少なくないが、今回の展示

は成功だったと思う。格段のご支援を賜りまし
たスタッフの皆さんと、お忙しいなか、講師を
務めて下さいました田中先生、島田先生に厚く
御礼申し上げます。

＊館長賞は次の方に決定いたしました。粗品
を献呈させていただきます。

昭和区・石黒直子様
「やまとうた心たどればいにしへも

今にかはらず恋ぞ苦しき」

中川区・伊藤加代子様
「かすみ立つ春の日がなを学び来て

縁をつなぐ和歌の遠近」

千種区・蟹江和子様
「学び舎の樹々の緑は目に染みて

老いの心も若やぎにけり」

（おおいだ・はるひこ 文学研究科助教授）

ギャラリートーク風景（田中先生の講演）
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この4月より大学院国際開発研究科情報資料
室内に『世界銀行情報コーナー = World Bank
Information Kiosk』を開設しました。
これは世界銀行東京事務所との共同プロジェ

クトで、広島大学、神戸大学に続く3番目、東
海地方としては初の試みになります。

世界銀行は、世界各国が加盟し、援助を必要
とする国々に様々な支援を行う国際機関です。
日本もかつては支援を受けていて、名神高速

道路や東海道新幹線の建設にも大きな役割を果
たしました。
現在も各国で様々なプロジェクトを実施し、

貧困問題、教育問題、HIV/AIDS問題等多くの
問題に積極的に取り組んでいます。
世界銀行がこれまで行ってきた調査・研究や

開発に関する知識をより多くの方々と共有し、
発展に役立てることは、大きな使命である『貧
困のない世界の実現』の重要な部分を占めてい
ます。この理念に賛同し、多くの方々が貧困・
飢餓・環境といった問題に関心を持っていただ
けるよう『世界銀行情報コーナー』を開設しま
した。

現時点でのコーナーの概要は次のようになり
ます。
・世界銀行情報アクセス専用パソコン 1台
・視聴覚機器一式
・世界銀行出版物約1,600点
・配布用広報パンフレット各種
・広報用パネル 7点

専用パソコンからは、約14,000件の世界銀行
発行の報告書全文をダウンロードすることがで
きます。今後は各種統計データの提供も行う予
定です。

『The World Bank Now － 貧困への挑戦』と
いった広報用ビデオや、世界銀行が各地で行っ
たプロジェクトに関するビデオはその場で視聴
できるほか貸出も行っています。
『世界銀行の名前は聞いたことがあるけれど、
何をしているところなのかな？』から『このプ

ロジェクトについて詳しい事が知りたい』とい
う要求にまで、応えられるコーナーを目指して
います。

この他にも情報資料室ではアジア開発銀行を
はじめとした国際・開発分野の資料をたくさん
取り揃えています。
また、国際開発研究科には、国際開発・国際

協力・国際コミュニケーションの3専攻があり
ます。
このため、開発といって思い浮かべる経済・

政治分野の資料だけではなく、教育学・法学・
社会学・民族学・言語学等の幅広い観点から資
料を収集しています。
ジェンダー・異文化理解・NPOなどの最近話

題になっている分野の資料も積極的に収集を行
っています。
国際開発研究棟の409号室にあるごく小さな

図書室ですが、4名のスタッフが利用者の要望
に応えられるよう日々努力しています。
皆様のお越しをお待ちしています。

名古屋大学世界銀行情報コーナー
http://www.worldbank.or.jp/04data/02corner/
corner_nagoya.html
大学院国際開発研究科情報資料室
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/
index.html

（おか・よしえ　国際開発研究科情報資料室）

『世界銀行情報コーナー』をご利用ください

岡　　　美　江
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平成１５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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本誌No.149（Nov.2003）p.4でご紹介したよ
うに標記懇談会では様々なご意見やご要望をい
ただきました。懇談会の後、早速対応した、①
地下1階に私費用複写機を1台増設、②Japan
Knowledge と聞蔵（きくぞう）の導入について
は本誌No.150（Feb.2004）p.12でお知らせして
おります。①では、実需を反映してか相当枚数
の利用があり、②では、学内の利用者から「利
用できるようになって助かった。」というメー
ルをいただいております。
このような懇談会を、「是非、継続的に開催

して欲しい。」というご要望もありましたので、
今年も９月28日（火）13時から学生・院生の皆
さんと附属図書館長との意見交換の場を設けま
すので、奮ってご参加ください。
ここでは、上記以外で改善した点、検討した

点など幾つかご紹介し、ご意見・ご要望（下線
部分）への回答とさせていただきます。
Ⅰ　中央図書館、部局図書室に共通すること
① 他大学へ依頼した複写料金の支払方法が不
便であり、改善してほしい。
この問題は、平成16年４月からの法人化に伴

い、他大学、特に私立大学の図書館へ私費で文
献複写や現物貸借を依頼したときの支払方法が
大幅に簡略化されました。
これまで国立大学に限られていた複写料金の

相殺システムが、法人化に伴い対象を公私立大
学などにも拡大し、また現物貸借も含むように
なったからです。私費で私立大学などへ複写を
依頼した場合、相手館が新たな相殺システムに
参加していれば、利用者が複写料金を郵便局な
どへ支払いに行く必要はなくなり、また、国立
大学へ申込みした分も、これまで中央図書館の
会計掛まで料金の支払いに来ていただいており
ましたが、依頼を申し込んだ中央図書館の相互
利用窓口や各部局図書室で請求金額をお支払い
できるようになりました。
また、私費で申込みされる方は、中央図書館

の相互利用窓口または所属される部局の図書室
のどちらでもできるよう改善しました。よく利
用される窓口で申込んでください。ただし、受
取りは申込まれた窓口になります。
また、私費の現物貸借依頼については、現金

と切手の両方で、それぞれ片道分ずつ、往復分

のご負担をいただくことになりました。
ただし、複写、貸借とも経費については相手

館によって異なることがありますので、詳しく
は窓口でお問い合わせください。
② 時間外開館の要員に、事情の良くわかる専
門の職員を配置してほしい。職員の対応で不
快感を与えられる場合がある。「意見箱」を
置き、簡便に意見を出せるよう工夫してほし
い。
夜間要員には学生や院生がパートタイム職員

として雇用されており、学生・院生ならではの
効用もあるようです。専門職員の配置は昼間が
精一杯で、極めて難しい状況です。これらは一
時の話ではなく、日頃の課題として受け止め、
ミーティングで取上げたり、事務引継ぎや連絡
体制を改善するなど、また必要に応じて接遇の
研修を行うなど対応してゆきたいと考えていま
す。また、ご意見箱も一つの手段ですが、E-
mailでのご質問･ご意見（http://www.nul.nagoya-
u.ac.jp/misc/inquiry.html）もできるようになって
いますし、部局では直接ご意見をいただくケー
スも多いようです。お気づきの点があれば何で
も、できるだけ率直で、建設的なご意見をいた
だきたいと考えています。
③ 同じタイトルの雑誌が、中央館と部局に分
散されていることがあり、不便である。
中央館と部局で調整可能なものについては、

できるだけまとめるようにしておりますが、収
納場所が限られており、早急な解消は困難です。
できるだけOPACの所蔵状況にご留意いただき、
所蔵場所をご確認いただくようお願いします。
なお、表示に不正確な点等ありましたらその都
度確認しますのでご指摘ください。
Ⅱ　中央図書館について
① 館内を、静謐な場所と音読などもできるよ
うな発声可能な場所とに区分してほしい。
この要望については、図書館は静謐な場所だ

から、という他の参加者の方からのご異論もあ
ります。中央図書館の玄関ホールは、自販機を
設け、多少の飲食はしていただける息抜き空間
の場としており、多少の会話可能なグループ用
施設（グループ学習室や、グループ研究室、共
同研究室）も用意しています。また、最近旧タ
イプ室を研究個室18として１人で使える音読可

図書館長と図書館利用者との懇談会（平成15年10月2日）
－　ご意見・ご要望へのその後の回答　－
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能な室としました。
グループ用施設は、よくご利用いただいてい

る反面、付近の１人用研究個室や閲覧席の利用
者からは喧しいという苦情をいただくことがあ
ります。普通の閲覧席などで大きな声をあげて
会話するのはもってのほかですが、そういう施
設においても、周囲には静謐の中で学習に集中
している人たちがいることをお考えになって節
度あるご利用をお願いします。
② 閲覧席の配置や蛍光灯、照明などについて
工夫してほしい。
閲覧席については、窓際に１人用平机（暗い

時のために蛍光灯スタンドを配置）、書架側に
照明付キャレルを、組み合わせに多少の変化を
つけながらも、整然とした印象に、できるだけ
多くの閲覧席を設ける（現在約1,000席で学内
構成員の約4.3％）ように考えています。しか
し、窓際の蛍光灯スタンドは非常に壊れる率が
高く、３階の一部には電源位置と机の場所が一
致せず、電源コードが邪魔になっているところ
などがあり、ご迷惑をおかけしています。一部
工事などが必要かと思いますが、財政的な裏付
けも勘案し、天井灯の照度測定なども含めて、
対応策を考えていきたいと思います。
③ 部局にない資料を中央図書館で購入しても
らえないか、あるいは地方新聞や専門新聞の
備付けを希望したい。
やはり、部局では大学教員の研究用を目的と

したもの、中央図書館では学生の学習用を目的
としたものが多く受入れられる傾向がありま
す。
中央図書館では、選書の基準となる「学習用

図書整備指針」（図書館のホームページで公開）
に基づいて選書しておりますので、ご希望があ
りましたら、ご意見箱や図書館ホームページの
下の方にある教員推薦・学生購入希望図書
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide_c/newbook/
gakusyuhp1.html）からどんどん出していただき
たいと思います。新聞については、定期購読が
前提となるため、地方新聞や専門新聞の予算措
置と選定が非常に難しいので、購読数を増やす
ことがなかなかできません。ご理解をいただき
たいと思います。
購入希望については、部局図書室に対しても

要望があり、幾つかの部局から回答がありまし
た。リクエスト箱や指導教員を通じて要望を出
してほしいというところが多いようです。部局
の図書委員会で要望を検討するなどの対応はと

っていますが、予算そのものが十分とはいえな
い状況もあり、部局図書室の学習用図書の整備
は必ずしも満足できるものではないと思います
が、中央図書館と相互に補完できる図書整備を
行っていく必要があると考えています。
Ⅲ　部局図書室について
① 研究室配置又は貸出中の資料の利用がほと
んどできない。
確かに、図書室配置のもののようにすぐに利

用できるという訳にはいきませんが、多くの図
書室で、研究室配置のものはOPAC上に表示し
たり、貸出中であれば教員に連絡して一時返却
してもらい、ご要望に応じられるよう様々に対
応しています。特に部局外者にとっては使いに
くい面があるようですが、それぞれの事情の中
で工夫していますので、よくご相談くださるよ
うお願いします。
② 主だった図書室には、私費も可能な複写機
を置いてほしい。
部局では図書室の近くに複写機を置いて、一

時貸出で対応しているところが多いようです。
複写機設置には採算の問題もありますので、す
ぐには対応が難しいかもしれません。一時貸出
が多いところでは、配備に向けて検討している
ところもあります。
③ 資料が古くて、保存状態が悪いところがあ
る。
選書、購入、配置などには、書架スペースの

狭隘、配置場所の分散、研究室の状態など、幾
つかの要因で簡単には解決できないようです
が、書架整理や修理など個別対応できるものは
実行しますのでお知らせください。なお、無断
帯出などもありますので、利用者の皆様にもマ
ナーの向上にご協力願いたいということがあり
ます。
④ 職員と親しい関係が持て、気軽・気さくな
対応で、適切なアドバイスがもらえる図書室
もある。
というご意見もありました。
その他、ホームページやOPACに関すること

などもご意見をいただきましたが、来年早々に
予定している図書館業務用電子計算機システム
の更新や自動貸出装置の導入などで対応してい
きたいと考えております。
今後とも、利用環境の改善、サービスの向上

を目指すため、利用者の方々の建設的なご意見
をいただきたいと思います。
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ストックホルム、オーフス、コペンハーゲンの各大学図書館訪問記

棚　橋　是　之

海外の図書館訪問記　その３

筆者は2003年11月30日から12月7日までの1週
間、スウェーデン・デンマークを訪問した。訪
問の目的は先進的な電子図書館・ハイブリッド
図書館に関する調査および図書館情報リテラシ
ー、電子ジャーナルの導入および一般市民への
開放状況に関する調査であった。

１．ストックホルム大学図書館（12月1日）
ストックホルム大学中央図書館はキャンパス

のほぼ中心にあり、隣接する研究・講義棟とは
吹き抜けのある屋内通路で連絡している。蔵書
数は約200万冊、電子ジャーナル約9,500タイト
ルのほか、E-bookも充実している。そのためか
入館者数が若干減少傾向であるとのことであっ
た。

いくつか特徴をあげると、通常の閲覧スペー
スと静粛なスペースがはっきり区分されている
こと（オーフス、デンマーク王立も同様）、指
定図書コレクションが充実していること、情報
リテラシー教育のうち上級編は有料で行ってい
ること（45分間で400スウェーデンクローナ
（約6,000円））などがあげられる。一般の利用
については、Social Security Numberで登録を行
うことにより利用可能になっている（他の訪問
先もほぼ同様）。また、延滞には罰金が科せら

れる（指定図書は特に厳しい）。
引き続き、アジア図書館に立ち寄った。2階

建て建物の2階部分が図書館で、約13,600冊の
蔵書のうち日本語図書が約8,000冊を占めてい
る。また、北欧で唯一NACSIS-CATに参加して
いる。

２．国立・大学図書館（オーフス）（12月3日）
オーフス大学内に地上17階建ての建物があ

る。この建物が国立・大学図書館の中心をなす
ブックタワーである。蔵書数は約475万冊で利
用可能な電子ジャーナルは約8,500タイトル。
正式名称は、「Statsbiblioteket」（デンマーク語
で「国立図書館」）で、英語では「State and
University Library」と表記する。もともと1902

年に国立図書館として開館したが、1928年にオ
ーフス大学が開学した際、大学図書館の役割を
も担うことになった。ここは後述する王立図書
館と同様、納本図書館になっており、デンマー
クで出版された出版物は1冊ずつ両館に納入さ
れている。一般資料は閉架式で、ブックタワー
内の閉架書庫には年度ごとの一連番号順に配架
されている。また、利用者端末は用途別に分け
られており、一部は予約制で運用している。

ストックホルム大学中央図書館　14時30分撮影

国立・大学図書館　13時撮影
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大学側と図書館側との関係については、図書
館側が年に2回ほど、大学のカウンシルメンバ
ーを招待し、図書館運営に関する懇談会を開催
して、大学図書館の役割について話し合ってい
るとのことである。

３．デンマーク王立図書館（12月4日）
デンマーク王立図書館は、コペンハーゲン市

内3地区（スロッツホルメン、アマー、フィオ
ルストレーデ）にわかれている。蔵書数は約
470万冊で、利用可能な電子ジャーナルは約
8,000タイトルである。1989年にコペンハーゲ
ン大学図書館第一部と統合して、コペンハーゲ
ン大学人文社会科学系中央図書館の役割をも完
全に担うことになった。
スロッツホルメン地区には、1872年に建設さ

れた本館と1999年に建設された新館（ブラック
ダイヤモンド）があり、両者は短い通路で結ば
れている。ブラックダイヤモンドは地上7階地
下１階建てで、各階は吹き抜けをはさんで各部
門の閲覧室・研究部門が入っている。また、低
層階（地階含む）には大規模な展示室、レスト
ラン、講堂などがある。本館は閉架書庫、閲覧
室などとして利用されている。ここは国立図書
館、学術図書館、神学図書館の役割がある。
アマー地区、フィオルストレーデ地区にはそ

れぞれ人文科学系、社会科学・法学系の図書館
が設置されている。この3地区はREX（OPAC）
で申し込むことにより3地区の所蔵資料を気軽
に取り寄せることができる。また、ELEKTRA
という電子図書館システムにより、電子ジャー
ナル、E-bookなどの電子コレクションが利用可
能になっている。

４．コペンハーゲン大学人文学部アジア学科図
書室（12月5日）
コペンハーゲン大学人文学部は29学科からな

り、それぞれに図書室があるが、この図書室も
そのひとつである。蔵書数は約68,000冊で、う
ち日本語図書が約9,000冊ある。文化省が予算
を支出する王立図書館と異なり、学科図書室の
予算は大学から支出されている。分類は独自の
ものを用いているが、読みについては相互協力
に資するため、王立図書館の仕様にあわせてお
り、ヘボン式ローマ字、ピンインを利用してい
るとのことであった。また、王立図書館を通じ
て約100件の相互利用の申し込みがあるとのこ
とであった。

５．まとめ
ごく簡単にまとめると、各図書館とも非常に

ゆったりした空間が提供されていること、利用
者用端末または情報コンセントが十分に設置さ
れていることが特徴としてあげられる。また、
王立（国立）図書館が大学図書館と兼ねている
ことについては、大学側からみれば納本図書館
として収集された資料を身近に利用でき、国民
の側からみれば大学図書館を普通に利用できる
という側面がある。また、地方であっても館種
をこえて整備された相互利用システムによって
気軽に利用可能である。
最後に、本文中では氏名を割愛させていただ

いたが、貴重な時間を割いて対応していただい
た訪問先のみなさま、この機会を与えていただ
いた大学当局、附属図書館および大学院国際開
発研究科のみなさまに厚く御礼を申し上げた
い。また、近い将来、今回私たち6名が訪問し
なかった地域へ他の館員が訪問する機会が巡っ
てくることを願ってやまない。

注：今回の訪問準備およびこの報告を執筆す
るにあたり、下記資料を参考にした。
・彌吉光長編「デンマークの図書館」（東海大
学出版会，1975）
・図書館計画施設研究所編「白夜の国の図書館」
Part1，Part3（リブリオ出版，1994, 1998）

（たなはし・これゆき 前国際開発研究科情報資
料室　現・豊田工業高等専門学校図書館）王立図書館本館とブラックダイヤモンド　８時40分撮影
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出張期間：2003年11月30日（日）～12月7日
（日）8日間

目的：
１．多元数理科学研究科発行の数学雑誌Nagoya
Mathematical Journal のオンライン化に向けて、
電子化に関する具体的情報入手、著作権委譲に
関する調査検討。
２．雑誌編集（投稿受付から発行まで）に関す
る情報交換。

訪問先：アメリカ合衆国
コーネル大学（図書館のProject Euclid、数学科
図書室）
ジョンズ・ホプキンス大学（American Journal
of Mathematics、ジョンズ・ホプキンスプレス
社）
メリーランド大学（数学教室、図書館）
SPARC/AMERICA 本部

図書職員としてはかなり限られた範囲の仕事
しかしていないこと、従って調査目的がそれに
偏ること、また定年までそう長くはないことな
どの理由により応募を躊躇していたが、研究教
育の現場でインテリジェントなインターフェイ
スとしての役割を果たす大学職員として日常の
研鑽を怠らないことは心がけているので、その
姿勢の現れとして、また図書職員に与えられた
折角の機会を逃したくはないとの考えから、熟
考を経て応募を決意した。
多 元 数 理 科 学 研 究 科 発 行 の Nagoya

Mathematical Journal（NMJ）は日本でトップレ
ベルの数学雑誌であり、2003年に採択された
COE計画「等式が生む数学の新概念」において
も、国際的情報発信の中核と位置づけられてい
る。このNMJの電子化がCOEの実施計画にも盛
り込まれており、今回の出張はこの意味におい
ても最高のタイミングで実施された。
コーネル大学（Project Euclid）では、プロジ

ェクトの内容・現状、オンライン化に関する具
体的情報入手、版権委譲・流通確保に関する質
問・意見交換、日本の数学雑誌をめぐる情報の
提供などを通じて今後の方向性を見いだす非常
によいきっかけとなった。

ジョンズ・ホプキンス大学では、American
Journal of Mathematics の編集長及び編集事務担
当者との個別具体的で有意義な情報・意見交換
があった。また、今後の協力関係を約束し、帰
国後も情報交換が続いている。ここでは、数学
科のクリスマスパーティに参加したり、日本人
数学者のお宅に招いていただいたり、数学科の
秘書たちとランチを共にしたり思いがけない交
流も多々あった。

メリーランド大学では、雑誌の編集長を務め
る方々からの有益な情報提供があり、また図書
館のコレクションマネージャーからは図書職員
の立場からアメリカの図書館の状況とオンライ
ンに関する貴重な意見を聞くことができた。

初めてのアメリカ－緊張と興奮の８日間－

小　崎　和　子

初仕事（コーネル大学、Project Euclid）
左から David  Terry  著者

AJM編集担当 Mike と
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16.  4.23 平成16年度東海地区国立大学図書館協会総会（於：三重大学）

出席者：伊藤館長、山下事務部長、北村情報管理課長、臼井情報サービス課長

16.  5.  7 東海地区国立大学附属図書館長懇談会（於：名古屋大学）出席者：伊藤館長

16.  5.13 愛知図書館協会理事会（於：愛知県図書館）出席者：山下事務部長

16.  5.14 第1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.  5.20 国立大学図書館協会常務理事会（平成15年度第2回）･新理事候補館懇談会（於：東京大学）

出席者：伊藤館長、山下事務部長、北村情報管理課長、郡司情報システム課長

16.  5.21 国立大学図書館協会賞受賞者選考委員会（平成15年度第3回）（於：東京大学）

出席者：伊藤館長、山下事務部長、北村情報管理課長、郡司情報システム課長

16.  5.21 国立大学図書館協会理事会（平成15年度第4回）（於：東京大学）

出席者：伊藤館長、山下事務部長、北村情報管理課長、郡司情報システム課長

16.  5.28 国際学術情報流通基盤整備事業運営委員会（於：国立情報学研究所）出席者：山下事務部長

16.  6.  7 東海地区大学図書館協議会監事会（於：名古屋大学）

出席者：北村情報管理課長、伊藤情報管理課課長補佐

16.  6.14 学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト「NII-IRPワークショップ」

（於：学術総合センター）出席者：郡司情報システム課長

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

最後に訪れたSPARC/AMERICA本部では、デ
ィレクターのJohnson氏（Rick）、国立情報学研
究所（NII）に勤務経験のある Buckholtz氏
（Alison）の2人と、今回の出張の総まとめ的な
情報・意見交換をした。

non-profitプロジェクトに加入することの意
義、商業的販路を確保しなくても数学者が安定
的にしかも容易で安価な論文にアクセスできる
可能性について確認できた。今回の出張の目的
はNMJのオンライン化に関する方向性を見いだ

すことであったが、4ヶ所の訪問先での議論を
通してほぼ固まった。
帰国後、NIIの招きで来日したProject Euclid

の Ehling氏（Terry）とRuddy氏（David）によ
る東北大学での説明会への参加、名古屋大学独
自のProject Euclid説明会の開催、それを経てア
ーカイブの電子化作業、版権委譲に関する情報
収集・整理、オンライン公開に先立つアナウン
スメント実施など、この秋のNMJのオンライン
公開を目指して、着々と準備が進められている。
この出張が大きな牽引力となったことを実感し
ている。
初めての海外出張、初めてのアメリカ、初め

てのひとり旅と、初めてづくしの経験であった
が、受入れ側の暖かい対応にも支えられ、非常
に有意義で充実感溢れる出張であった。私にと
って一大イベントであった今回の出張は、自分
でもはっきりと自覚できるほどの緊張と興奮が
大きな原動力となった。緊張、興奮は時に負の
イメージを持って語られるが、今回私にはポジ
ティブに働いた。時差ボケが全くなかったのも
この緊張と興奮の為せる業か。

（こざき・かずこ 多元数理科学研究科　ジャー
ナル編集室）

SPARC/AMERICA  にて
左から Alison  著者 Rick
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333333333 〔学内動向〕＜16.４.６～16.７.５＞ 333333333

◆会　議

・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<4.8>

・館燈編集委員会（第16-1回）<4.16>

・第16-1回附属図書館商議員会<4.19>

・商議員会内各委員会への委員の配属及び委員

長、副委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等委員

について

・附属図書館内規等の制定について

・年度計画原案の作成について

・附属図書館の評価活動について

・年間の開催予定について

・第1回研究開発室ファカルティ･ミーティング

<4.19>

・第16-1回学術情報事務会議<4.27>

・第2回研究開発室ファカルティ･ミーティング

<5.17>

・蔵書整備委員会（第16-1回）<5.24>

・電子図書館推進委員会（第16-1回）<5.24>

・第8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<5.26>

・図書館システム検討委員会（第16-1回）<5.28>

・医系・理系図書室連絡会<5.31>

・和漢古典籍整理専門委員会（第16-1回）<6.2>

・連絡会議<6.3>

・業務システム検討委員会（第16-1回）<6.7>

・第16-2回附属図書館商議員会<6.8>

・附属図書館の年度計画について

・平成15年度附属図書館図書費決算（案）について

・平成15年度附属図書館運営費決算（案）について

・平成16年度附属図書館図書費予算（案）について

・平成16年度附属図書館運営費予算（案）について

・平成15年度附属図書館研究開発室運営費決算

（案）について

・平成16年度附属図書館研究開発室運営費予算

（案）について

・特別教育研究経費について

・附属図書館の自己点検評価について

・名古屋大学附属図書館中央図書館の防犯ビデオ

カメラ及び録画装置の運用に関する暫定要項

（案）について

・第16-2回学術情報事務会議<6.10>

・第3回研究開発室ファカルティ･ミーティング

<6.28>

・館燈編集委員会（第16-2回）<6.29>

◆行　事

・図書館情報探索法講習会（於：附属図書館）<4.6

～4.13、5.19、5.25>延べ14回

・留学生図書館ガイダンス（於：シンポジオン）

<4.7>

・留学生ガイダンスツアー＜英語＞（於：附属図書

館）<4.9、4.12>

16.  6.14～18 学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト（於：国立情報学研究所他）

出席者：山本情報連携基盤センター学術電子情報掛員

16.  6.17 東海地区大学図書館協議会機関誌編集委員会（於：名古屋大学）

出席者：山下事務部長、北村情報管理課長、伊藤情報管理課課長補佐

16.  6.17 東海地区大学図書館協議会運営委員会（於：名古屋大学）

出席者：伊藤館長、山下事務部長、北村情報管理課長、伊藤情報管理課課長補佐

16.  7.  1 第51回国立大学図書館協会総会（於：大阪大学コンベンションセンター）

出席者：伊藤館長、山下事務部長、北村情報管理課長、臼井情報サービス課長

逸村研究開発室助教授

16.  7.  2 国立大学法人等職員採用六地区合同図書系二次専門試験委員会（於：京都大学）

出席者：山下事務部長、北村情報管理課長
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・留学生ガイダンスツアー＜中国語＞（於：附属図

書館）<4.13>

・中央図書館利用ガイダンス（於：附属図書館）

<4.14～4.16、4.19>

・2004年春季名古屋大学附属図書館特別展講演会

＜ギャラリートーク＞－新古今和歌集とその時

代－（於：附属図書館）<4.17>参加者163名

・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）<4.22>参加者75名

・電子ジャーナル講習会（於：附属図書館）<4.23、

4.26～4.28>

・第8回附属図書館研究開発室懇談会「公共圏とし

ての図書館の可能性：－図書館を知とメディアの

フォーラムに－」（於：附属図書館）<5.24>

・図書館情報探索法講習会（於：附属図書館）

<5.25>

・館長の職員への説明会（於：附属図書館）<5.27>

参加者40名

・館長と職員との懇談会（於：附属図書館）<6.11、

6.17、6.18、6.23>参加者計42名

・Web of SCIENCE講習会（於：附属図書館）<7.2>

参加者20名

◆研修会・講習会等への参加

・平成16年度第1回目録システム講習会（図書コー

ス）（於：国立情報学研究所）<5.19～5.21>

参加者：山口典子（中）

・情報システム統一研修第3回情報リテラシーC-2

（PowerPoint2000版）コース（於：名古屋大学）

<4.21～6.30>参加者：郡司久（中）

・情報システム統一研修第6回情報リテラシーAコー

ス（於：名古屋大学）<4.21～6.30>

参加者：米津友子（中）

・学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プ

ロジェクトNII-IRPワークショップ（於：国立情報

学研究所、軽井沢セミナーハウス）<6.14～6.19>

参加者：山本哲也（情連）

・平成16年度東海地区国立大学法人等新入職員研修

（於：名古屋大学）<6.22～6.24>

参加者：山口典子（中）

・平成16年度大学図書館職員長期研修（於：国立オ

リンピック記念青少年総合センター）<7.5～7.16>

参加者：岡本正貴（医）

◆人物往来

＜ご多幸をお祈りします＞－退職された人－

・Rolando Requena Minami（国際開発研究科情報資

料室）4.30

・小川七衣（情報サービス課閲覧掛）6.30

・若松克尚（研究開発室）6.30

・尾崎啓子（農学部･生命農学研究科図書掛）6.30

＜はじめまして＞－新しく採用になった人－

・高柳佳弘（医学部分館保健学情報掛）4.16

・田中久子（医学部分館保健学情報掛）5.1

・劉静（国際開発研究科情報資料室）5.1

・河合章（情報システム課図書情報掛）6.1

・岡田伴行（情報サービス課閲覧掛）7.1

・近藤奈穂（情報システム課図書情報掛）7.1

・堀和也（農学部･生命農学研究科図書掛）7.1

・アイヌルハビ（国際開発研究科情報資料室）7.1

◆部局動向

・国際開発情報資料室：新入生ガイダンス<4.6～

4.8>参加者98名

・農図書室：図書室ガイダンス「使いこなそうデー

タベース」実施（於：生命農学図書室閲覧室；無

線LAN使用）<5.10～5.21>延べ18回、参加者83名

・医分館：大学院基盤医科学実習「文献検索」実施

（於：医学部サテライトラボ）<6.14～6.24>参加者

156名

・教育図書室：私費用複写機（プリペード式）導入

<6.21～>

・医分館:Web of SCIENCE講習会<7.2>参加者22名

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（医分）川窪知子（医保）


