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山口大学図書館へようこそ!
が国立国会図書館法の前文に高らかに述べら

図書館に来ていただいた皆様に、
「図書館へ

れ、その中にある言葉です。新訳聖書にもあ

ようこそ」と、ご挨拶します。
図書館や図書に関するいくつかの言葉を紹

る有名な言葉です。それまで図書館利用の機

介します。いずれも含蓄のある言葉で図書館

会が少なかった、多くの議会関係者、行政府

や図書の魅力をあますところなく短い言葉で

関係者、研究者、更には一般市民がこの図書

述べています。

館のお世話になっています。

「大学図書館は大学の中心である。」とは、

「冠上の宝石」と例えられたオックスフォ

ハーバード大学学長チャールズ・エリオット

ード大学ボードリアン図書館を訪問したある

(1834-1926)の言葉です。彼は 40 年間学長職

終身名誉館友は、特別芳名録に記帳して、
「教

にありハーバードを世界一の大学に押し上げ

育は、書物は、個人の黄金の柱

た功労者だそうです。

の柱

社会の黄金

人類の黄金の柱なり」と。

「大学図書館は大学の心臓である。」とも言

とにかく、山口大学図書館でブラウジングし

っています。大学図書館は大学を映し出すも

名著をたくさん手にとって読んで下さい。ま

のです。学生及び研究者は自ら学ぶ原点がそ

た、情報ラウンジのデスクトップパソコンか

こにあるからです。あらゆるところに無限の

ら、或いは、閲覧室内情報コンセントに接続

広がりと影響を与えるものだから、この言葉

して、若しくは、無線 LAN に接続してお手

が生まれました。

持ちのノートパソコンから、図書館が提供す
るすばらしい情報をインターネット環境から

現在、国立国会図書館の目録ホールのコン

享受して下さい。

クリート壁に、「真理がわれらを自由にする」
と刻まれています。国立国会図書館設置理念
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山口大学図書館
各館の紹介をします。山口大学図書館は、吉田キャンパスの総合図書館、小串キャンパスの医
学部図書館、常盤キャンパスの工学部図書館から構成されます。ただし、新入生は全員、総合図
書館を利用することになります。
それでは、総合図書館から案内します。

1 階にあります。分からないことや困ったこ

総合図書館

とがありましたら、お気軽に職員まで声をか
けてください。

■中２階
玄関ロビーの左手から階段を上がると、中
２階に出ます。ここは学習・資料閲覧のため
の一般閲覧室として開放しており、空調設備
も整っています。また、ノートパソコンを学
内ネットワークに接続できる情報コンセント

■１階

が付いた閲覧席もあります。情報コンセント
は一般閲覧室以外にも、様々な場所の座席に

吉田キャンパスには総合図書館を始め研究

取り付けてあります。

室を含め合わせて約 120 万冊以上が所蔵され
ております。また、総合図書館は、学内のみ

この他にも、３名以上のグループで会話し

ならず県域の拠点図書館として活動していま

ながら学習のできる予約制のグループ学習室

す。

や、個人用の学習スペースである学習個室な
どが設置されています。

1 階には、当日の新聞と学習用雑誌が置い
てある雑誌閲覧コーナー、本学の学生であれ

■２階

ば自由に使える情報ラウンジ、ＴＯＥＩＣを
はじめとした語学学習用の教材を中心とした

２階は開架閲覧室になっています。棚に並

貸出視聴覚コーナー、山口県の郷土資料が置

んでいる本は、大まかに言って人文・社会学

いてあるローカル資料や山口ガイドのコーナ

関連の本と、自然科学・芸術・スポーツ関連

ー、また各地の観光案内雑誌が閲覧できる観

の本に分かれています。背の低い棚に入って

光ガイドコーナー、新聞の縮刷版などがあり

いるのは事典・辞書などの参考図書で、こち

ます。

らの図書は貸し出しができません。

また、貸出や返却をはじめとした各種手続

このほか２階には留学生向け図書や放送大

きが行えるカウンターや、利用者サービス

学教材のコーナー、山口大学の先生方がお書

係・情報サービス係・情報支援係の事務室も

きになった図書を集めた教官著作コーナー、
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各種の文庫新書のコーナー、各種統計資料を

新館の３階は、各種の貴重図書や古文書が

集めた年鑑白書コーナーなどがあります。ま

収められた貴重書庫になっています。また、

た、会話しながら学習できるブラウジングル

新館４階には、山口大学の前身である山口師

ームが設置されています。

範学校や山口高商の資料が収められています。
この３階・４階に入室するには、職員に申し

■書庫

出て許可を得た上で、エレベータで移動する
ことになります。

１階、２階には書庫の入口があります。書
庫の中は５階層になっており、書庫の４・５

また、新館の地下１階は集密書庫となって

階には図書、２・３階には雑誌類、１階には

おり、電動書架が設置してあります。通常通

大学の紀要が置いてあります。

り貸出のできる図書や一部の雑誌が配置され
ています。なお、地下１階の書庫は自由に出

■新館３階・４階、B１階

入りができます。

長州五傑 (初代外務大臣 井上馨、造幣事業の推進者 遠藤謹助、鉄道事業の推進者 井上勝、
工業近代化の推進者 山尾庸三、初代総理大臣 伊藤博文) の顕彰碑 (吉田キャンパス)
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料を探しやすくなっています。奥の集密

医学部図書館

書架には一般書や参考資料があり、特殊
資料として杉山記念文庫・森本記念文庫
なども利用できます。
２階の閲覧室は 118 席中 41 席がパーテ
ィションで区切られた個人席となって
おり、集中して勉強に取り組むことがで
きます。特に試験対策の学生さんに人気
です。また、１階と同じように情報コン
セントも備えています。（無線あり）
フロア内にはグループ学習室や視聴

■１階

覚室もあり、予約すれば大人数で自由に
利用することができます。

医学部図書館は、医学部研究室とあわ
せ約 185,000 冊の蔵書を備えています。

（※２００８年３月より、展示コーナ

１階には雑誌を揃え、和雑誌・洋雑誌

ーを一般図書・雑誌コーナーにリニュー
アル）

ともそれぞれ 2,000 タイトル以上をご用
意しています。書棚は年代毎に並べた作
りで、文献を探しやすい作りになってい

オススメ①：
「文献データベース」とは、

ます。

論文の情報を調べるためのサービスで

玄関付近は情報ラウンジとして据え

す。論文のタイトルや著者名、雑誌名な

置きのＰＣがありますし、ノートＰＣを

どを使って、必要な論文を探すことがで

持ち込めば、閲覧室にて情報コンセント

き ます 。詳し い情 報が分 から な く て も 、

から学内ネットワークを利用できるよう

研究テーマなどから探すこともできま

になっています。

す。読みたい論文について、山口大学で
契 約 し て い る も の で あ れ ば 、「 オ ン ラ イ

また、医学系同窓会組織の霜仁会から
寄贈頂いた図書や、最近の一般図書につ

ンジャーナル」を使ってＰＣで読んだり、

いてもコーナーを設けています。

印刷したりできます。特に医学部図書館

カウンターには自動貸出・返却装置も

のＨＰには、医学部向けのデータベース

ありますので、２４時間特別利用の方で

をご用意しておりますので、是非アクセ

も資料の貸出に困りません。事務室には

スしてみてください。

職員が在中していますので、文献の探し
方やパソコンのトラブルなど、わからな

オススメ②：
「２４時間特別利用」とは、

いことがあったら気軽に声をかけてくだ

図書館を２４時間いつでも利用できる

さい。

サービスです。医学部に所属する方であ
れば、学生のうちから利用できます。情
報ラウンジや情報コンセント、コピー機

■２階

といったものも全て日中と同じように

２階には医学・保健学関連を中心に図

使えますので、急なご利用があっても便

書を揃えています。医学系図書専用の分

利です。お申込はカウンターにて受け付

類をしていますので、分野にあわせた資

けております。
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トパソコンを持参すれば、インターネッ

工学部図書館

トも気軽に利用できます。一階の閲覧室
も合わせると情報コンセントがある机の
数は 129 口になります。LAN ケーブルの
貸し出しも行っています。
また 30 台のパソコンが設置され、授業
や講義などでも使用されるインフォメ
ーションルーム、申請すれば DVD や VHS
の観賞ができる研究個室など充実した
設備となっています。

■１階

■書庫

工学部図書館は県内最大の工学専門図

ここだけ３階建てになっています。過

書館として約 145，000 冊の蔵書を備えて

去の古い雑誌をまとめて「製本」したも

います。

のが置いてあり、１階は和雑誌の製本、

１階には自習や本を読むなど自由に使

２・３階は洋雑誌の製本が置かれていま

用できる閲覧室、授業までのひと時を過

す。

ごし、グループで学習するのにも使える
自由閲覧室、メディア基盤センター発行

オ ス ス メ ① ：「 YUNOCA」 と は 山 口 大 学 が

の ID・パスワードを入力すれば誰でもパ

発行した論文、山口大学の先生が書いた

ソコンが使える情報ラウンジがありま

論文が無料で見られるサービスです。レ

す。他にも１階集密書庫には古くなった

ポートの資料として使ったり、調べたい

和書が置かれおり、開架図書には工学系

テーマの論文を見つけたり、尊敬する先

の図書はもちろんですが、一般教養書も

生の論文を簡単に発見できます。図書館

多数配架されております。

のＨＰや山口大学のＨＰからアクセス

カウンター・事務室には職員が在中し

できるので是非ごらんになってくださ

ており、探している本が見つからない、

い。

パソコンに不具合が発生した、その他ト
ラブル・わからないことがあった場合お

オススメ②：「J-DreamⅡ」とは、科学技

気軽に声をかけてください。

術・医学に関する論文・解説的記事など
の文献情報を国内外を問わず幅広く検
索できます。このシステムのよさは日本

■２階

語入力で海外の記事を探せるという点

２階には工学系の専門雑誌を中心とし

です。最近は文献情報だけでなく、本文

た多種の和・洋雑誌が置かれている新着

もついているものも増えているので是

雑誌コーナー、古くなった洋図書や和・

非一度お試しください。図書館のＨＰか

洋雑誌の大学紀要などが置かれてある集

らアクセス可能です。

密書庫があります。
２階に登ると閲覧室となっており、机
には情報コンセントが設けてありノー

5

山口大学図書館報 No.76

図書館のホームページ (ＨＰ)
図書館のホームページを見てください。図書館が提供する重要なオンラインサービス
のサイトが貼り付いているので、
「お気に入り」にチェックするか、いつでも見ていただ
ければ幸いです。
この中でも、最も大切なものが、蔵書目録(ＯＰＡＣ)であり、オンラインジャーナル
です。この頁と右の頁に簡単な解説を載せています。というのは、他の検索の道具も色々
ありますが、蔵書目録にヒットすれば山口大学に所蔵しているということであり、オン
ラインジャーナルもキャンパス内から世界中の数多くの学術雑誌をインターネットを通
して無料で読み取ることができるからです。

◆ 蔵書目録 (ＯＰＡＣ) ◆
左の図書館のホームページに
は多くの図書館関連サイトにリ
ンクが貼っています。この中に図
書の資料を検索する「蔵書目録」
(OPAC)があります。三つのキャン
バスのどの図書館又はどの研究
室にその図書があるかがわかる
ようになっています。図書館では
禁帯出図書でなければ貸出して
いるので、自動貸出返却装置を使
用して、いつでも直接利用可能で
す。また、カウンターでは貸出中
のものに予約をかけたりするこ
ともできます。
また、詳細版検索の「ヘルプ」
には「OPAC 利用ガイド」が載せ
られており入力事項の詳しい説
明があるので、活用ください。
なお、前号で紹介した有力な検
索ツール「360 サーチ」について
一言。これは新しく「山口大学学
術情報サーチ」としてデビューし
ています。詳しくは別の機会に譲
りますが様々なデータベースの
横断検索手段として効率よく利
用ください。
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◆ オンラインジャーナルの主な出版社・アグリゲータ一覧 ◆

「アグリゲータ」とはオンラインジャーナルの統合提供者を意味していて複数のジャ
ーナルをカバーしているため、よく利用して特徴を把握している必要があります。電子
版の館報をお読みの方は以下の出版社・アグリゲータ名にリンクを貼っているのでご利
用ください。「

」印は使い方を詳細説明。

メディカルオンライン

WILEY Inter Science

国内の学会・出版社発行の和雑誌に掲載

生命科学、医学などの自然科学分野のほ

された医学関連分野の文献を検索できま

か、経済学、法学などの人文科学分野の

す。

雑誌も対象です。

ScienceDirect 【日本語版はこちら】

IEEE

エルゼビアサイエンス社発行の自然科学、

IEEE（米国電気電子工学会）が提供する

工学および社会科学などの学術雑誌

電気・電子工学・コンピュータサイエン

LWW/Ovid (Fixed100)

ス分野のジャーナル・会議録が閲覧でき

医学、看護学、ライフサイエンス分野の

ます。

中から日本国内で利用の多い 100 タイト

ACS（American Chemical Society)

ルを収録しています。

化学系の 27 誌の学術雑誌が閲覧できま

Journals@Ovid

す。

科学、医学、技術分野のジャーナルを収

IOP(Institute of Physics)

録しています。

英国物理学会（IOP）発行の電子ジャーナ

ProQuest

ルが対象です。

【日本語版はこちら】

人文、教育、法律など幅広い分野の学術

AIP/APS

雑誌。

American

Springer LINK

American Physical Society の提供する

自然科学系の論文が主体、外には経済学

物理系約１１タイトルの外国雑誌の全文

や法学分野の学術雑誌も閲覧できます。

閲覧サービスです。

J-STAGE

GBRC オンラインジャーナル

自然科学系論文を閲覧できます。日本語

GBRC が研究教育機関、大学図書館等に発

論文が多いのが特徴です。

行している下記の経営学誌をネット上か

J-STOR

ら購読することができるサービスです。

Institute

of

Physics,

人文社会科学系論文を閲覧できます。
Synergy

◆ その他 ◆

主に医学、保健衛生科学、生命科学、農

NII 電 子 ジ ャ ー ナ ル リ ポ ジ ト リ

学、動物学、工学、電子技術科学分野の

【NII-REO】

雑誌を収録。

このサービスでは、各社の電子ジャーナ

High Wire

ルを横断検索でき、タイトル・著者まで

科学、技術、医学の分野に強く、代表的

検索できます。

な学協会誌、専門誌を収録しています。
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山口大学総合図書館ＦＡＱ ～困ったとき、分からないときに～
入館・退館について
 図書館に入るとき・図書館から出るとき
図書館に入館するときは、学生証が必要です。入館ゲートのカードリ
ーダーに学生証を通して入館してください。よく誰かと一緒にゲートを
通ってしまう人がいますが、故障の原因になります。ゲートは必ず一人
ずつ通ってください。
退館するときは、学生証は必要ありません。退館ゲートから普通に出
ることができます。ただし、貸出の処理をしていない資料を持ったまま
出ようとすると、無断持ち出し防止装置が作動します。警告音が鳴った
ときは手荷物のチェックをさせていただきますので、ご協力をよろしく
お願いします。

 学生証を忘れたとき
図書館を利用したいけれど学生証を忘れてしまった。そんなときはカ
ウンターの職員に声をかけてください。学生証を忘れてしまった時のた
めの入館カードを用意しています。ただし、この場合では資料の貸出が
できません。ご注意ください。

貸出と返却について
 貸出・返却・予約・延長
本を貸出したいときは、借りたい本と学生証が必要です。他の人の学
生証で本を借りると、返却を忘れたときのトラブルになりやすいので気
をつけてください。
本を返却するときは、学生証は必要ありません。
誰かが借りている本を次に借りたい場合、貸出の予約をすることがで
きます。この手続きはカウンターか、蔵書検索の画面で行うことができ
ます。
本をもっと長く借りたい場合、期限の延長ができます。このときは延
長したい本と学生証が必要です。また、他の人が予約をしている時は延
長できません。
予約の手続き以外は、カウンターでも自動貸出返却装置でも行うこと
ができます。ただし、ゲートの外にある貸出装置は貸出と延長しかでき
ないので注意してください。

 貸出の冊数や期間は？
学生さんは、図書・雑誌を合せて 5 冊までです。また、貸出の期間は
図書で 2 週間、雑誌は 5 日間となっています。期限内に返却しないと罰
則が付いてしまい、罰則が切れるまで本を借りることができなくなりま
す。
自分が何を借りているか、いつまでに返せばいいか、前にどんな本を
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借 り て い た か 、 な ど が 知 り た い 場 合 に は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ の My
Library で見ることができます。使い方が分からないときは職員に声をか
けてください。

 図書館が開いてない時間帯に本を返したい
図書館が開いてないときは、図書館入口にあるブックポストに本を返
すことができます。ただし、CD が付いているものや山口大学図書館のも
のでない本は入れてはいけません。

館内施設の利用
 図書館でコピーしたい
図書館 1 階にコピー機が設置してあります。5 台あるコピー機のうち、
右側 3 台が学生さんの使える 10 円コピー機になっています。大量にコピ
ーしたい場合は農学部の売店で売っているコピーカードが便利です。な
お、図書館では両替はできません。

 グループで勉強したい
図書館 2 階のブラウジングルームでは、会話しても良いことになって
います。また、グループ学習室という部屋があり、ここでは 3 人以上の
グループで、勉強や打ち合わせなどができます。グループ学習室を使い
たいときはカウンターに申し出てください。2 時間ごとの予約・利用がで
き、延長も可能です。当日予約もできます。なお、利用するときは代表
者の学生証をお預かりします。

 一人で静かに勉強したい・ＣＤやビデオ、ＤＶＤが見たい
一般閲覧室の奥に、個別学習室というスペースがあります。ここは完
全個室となっており、ＣＤやビデオなどを視聴することもできます。

 図書館でパソコンが使いたい① 図書館のパソコンを使いたい
山口大学の学生さんであれば、情報ラウンジのパソコンが使えます。
山口大学でのパソコンの利用案内や注意をまとめた『ネットワークマ
ナーブック』という冊子がありますので、困ったときは読んでみてくだ
さい。

 図書館でパソコンを使いたい② 自分のパソコンを使いたい
図書館には、ノートパソコンを使うための情報コンセントが付いてい
る閲覧席があります。この情報コンセントとパソコンをつなぐことで、
ネットワークに接続することができます。
なお、ネットワークへの接続には LAN ケーブルが必要です。音声・音
楽を聞きたいときはヘッドホンなどを着けてください。LAN ケーブルやヘ
ッドホン・イヤホンはカウンターで貸出しています。貸出には学生証が
必要となります。

 パソコンのデータを印刷したい
情報ラウンジには、オンデマンドプリンターが設置されています。情
報ラウンジのパソコンを通じて自由に印刷ができますが、使用するため
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には大学生協で販売しているプリンターカードが必要になります。図書
館内では販売していないので注意してください。自分のパソコンで作成
したファイルは、情報ラウンジのパソコンに移して印刷することになり
ます。自分のパソコンから直接印刷することはできません。

← プ リ ン タ ーカ ー ド 。 こ れ が な い と 印 刷 で き ま せ
ん。
お買い求めは大学会館等の生協ショップで！

資料に関する疑問点
 「研究室所蔵」って？
先生方の研究室にある資料です。利用したい場合は図書館を通じて貸
出をお願いすることができます。（研究室所蔵図書貸出申請）
図書館の利用者サービス係カウンターで受け付けています。ただし先
生のご都合によって貸出の可否や期間などは変わってきます。貸出まで
に時間がかかる場合もあります。
なお、雑誌は借りることができません。ただしコピーを依頼すること
はできます。

 図書館に備え付けてほしい本がある
学生希望図書申請という制度があります。図書館ホームページから申
し込むことができます。ただし、何でも買えるというわけではないので
注意してください。
購入してほしい本がどの本か分かるように、申請するときはできるだ
け詳しく書いてください。

 貸出のできない資料がある？
貸出のできない、図書館の中でのみ利用できる資料があります。辞書
や事典、年鑑・白書などです。貸出のできないものには、背表紙に赤い
禁帯出というシールが貼ってあります。
←これが 禁帯出 のシール。背表紙に貼ってあります。

 他の図書館の本って借りられますか？
医学部図書館や工学部図書館の本、山口大学に無い本でも、他の図書
館から借りることができる場合があります。レポートや論文を書くとき
に、参考となる資料を手に入れるためにお使いください。
申込はインターネットを通じて行います。利用登録が必要になります
ので、情報サービス係に申し出てください。

10

山口大学図書館報 No.76

その他（忘れ物の取り扱いや各種注意事項）
 図書館で忘れ物・落し物をした
図書館内で見つかった落し物や忘れ物は、カウンターで記録していま
す。誰のものかが分かるようならできる限り連絡しますし、分からない
ものは玄関ホールのガラスケースに、USB メモリやカード類など、個人の
特定が難しいものについてはカウンターに保管しています。職員に聞い
てみてください。

 借りていた本をなくしてしまった・汚してしまった・破損してしまった
貸出していた資料をなくしてしまったり、ひどく汚損・破損してしま
ったりした場合には、弁償していただくことになります。
図書館の本はあなただけのための本ではなく、大学全体のものです。
次の人がきちんと使えるようにしましょう。

 盗難に遭ってしまった
この場合、すぐに職員に申し出てください。残念ながら図書館内でも
盗難が発生しています。席を離れる際などは、必ず貴重品は持って移動
してください。

 のどが渇いた、お腹がすいた
大変申し訳ありませんが、図書館内は現在、飲食禁止となっておりま
す。図書館で勉強しながらお菓子を食べたり、ジュースを飲んだりはし
ないでください。ごみの放置や席の汚れも発生しています。
のどが渇いた方のために、図書館の２階閲覧室と一般閲覧室に冷水機
を設置しています。

 タバコが吸いたい
申し訳ありません。山口大学全体の建物内で禁煙です。館内も全館、
禁煙となっております。トイレ内ももちろん禁煙です。図書館周辺では、
館外・農学部側の駐輪場横に灰皿を設置しています。
タバコの吸殻のポイ捨てが目立っております。芝生などに火がついた
まま捨てていることもあるようで、大変危険です。喫煙と後始末は所定
の喫煙場所でお願いします。

 携帯電話について
図書館は静かに利用していただくため、携帯電話での通話はご遠慮い
ただいております。また、館内ではマナーモードにしておいてください。
ときどきカウンター前のホールや階段に来て通話している方がいますが、
ここは通話の声が最も響く場所です。ご注意ください。

×× × ×
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本学関係教員著作物寄贈図書

(寄贈年月日順)

(＊教員著作コーナーに配架されています。オンラインでこの頁を御覧の方は青色の
書名等をクリックすると、山口大学蔵書(OPAC)とリンクしていて他の書誌事項とと
もに著者標目、件名、分類にリンクして関連書籍の書誌を参照することが出来ます。)

寄 贈 者
山本真弓

書

所属学部等
人文学部

名

／

備 考

革命中国からの逃走 : 新疆、チベット、そしてブータン /
シルヴァン・マンジョ著 : 乾有恒訳 : 山本真弓監訳. - 東
京 : 柘植書房新社 , 2007.8.

遠 藤 克

理学部

Common butterflies in Bangladesh / edited by A. T. M.
Fayezul Islam...[et al.]. - [Dhaka] : Institute of food and

彦・山中明

radiation biology atomic energy research establishment
Bangladesh atomic energy commission, 2007.4.

石田成則

経済学部

老後所得保障の経済分析 : 年金システムの役割と課題 /
石田成則著. - 東京 : 東洋経済新報社 , 2007.10.

山根和明

経済学部

新 TOEIC テストはじめてでも 600 点が取れる! / 山根和明
著 : アラン・クリスト著. - 東京 : 成美堂出版 , 2007.11.

藤川

哲

人文学部

ビエンナーレの現在 : 美術をめぐるコミュニティの可能性
/ 暮沢剛巳編著 : 難波祐子編著. - 東京 : 青弓社 , 2008.1.

柏木芳美

経済学部

数学概論 / 柏木芳美[著]. - 第 3 版. - [山口] : 柏木芳美 ,
[2007.9].

荒木一視

教育学部

アジアの青果物卸売市場 : 韓国・中国・インドにみる広域
流通の出現 / 荒木一視著. - 東京 : 農林統計協会 , 2008.2.

編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・総合図書館を中心にオリエンテーショ

集めてみました。
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