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外は散策日和 ―漢籍の図書館を訪ねて― 

山口大学図書館副館長（総合図書館担当） 富平 美波 

 

 筆者は、中国伝統の「音韻学」という分野の

学問を専門としているので、関連の古い漢籍を

閲覧することが、学生時代から現在まで、仕事

の大きな部分を占めています。とくに学生・院

生・助手時代は東京都立大学（現在の首都大学

東京）におりましたから、東京の街を歩き回っ

て、利用しやすい漢籍収蔵機関の図書室におじ

ゃますることが、勉強であると同時に何よりの

楽しみでもあり、格好の散策の機会でもありま

した（むろん今でも利用させて戴いています）。

時には、神田神保町の山本書店などで、お財布

をはたいて、ほんものの漢籍を買ってしまうこ

ともありましたが……。 
 それでは、少しのあいだ、私の昔話におつき

あいください。 

 当時、学部生や院生にとっていちばん敷居が

低いのが、内閣文庫と東洋文庫でしたでしょう。

どちらも国の機関だったからです。内閣文庫は、

明治政府以来内閣が保管してきた古書と古文書

のコレクションで、所蔵漢籍の中核を成すのは

徳川幕府から受け継いだ蔵書です。徳川家康の

旧蔵本や八代将軍吉宗の蒐集書を含む旧江戸城

の「紅葉山文庫本」、昌平坂学問所旧蔵の「昌

平坂学問所本」等が入っていて、日本有数の貴

重な漢籍コレクションと言えます。現在では国

立公文書館が管理しており、「内閣文庫」とい

う組織名はもうありませんが、蔵書のほうは同

館の閲覧室で一般市民の利用が可能です。私は

多分ここを一番多く訪れていると思います。最

近も『五音類聚四声篇』という字書の明代の刊

本を見せて戴いてきました。ちなみに、同館は

立地が抜群で、東京メトロの竹橋駅、毎日新聞

社ビル脇から地上に出ると、すぐに北の丸公園

ですが、その並びにあるのです。お昼には新聞

社地下のレストラン街で好きなものが食べ放題

だし、ちょっと豪華にと思えば、館の隣は東京

国立近代美術館です。当節、ミュージアムのレ

ストランは美味しいのが常識、時間があれば美
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術鑑賞を愉しむことも可能。……なんだか動機

が不純のようですが、図書館にとって、こうい

う周囲の環境のサポートは大事なことです。毎

日毎年、辛気くさい漢籍を読んでは書き写しに

行くのですから、楽しみがなければ長続きしや

しません。 

 閑話休題。その頃の東洋文庫は、煉瓦造りの

門柱や豊かな樹木に囲まれた静かな場所で、閲

覧室への階段も閲覧室の床や机もすっかり木造

で、落ち着いた雰囲気の図書館でした。「最後

のライブラリアン」という風情の、謹厳な係員

さんが座っておられて、にらみがききましたね

え（この通過儀礼を経なければ、東洋学の院生

にはなれません）。ただし、同文庫のＨＰによ

ると、近々新築の本館に移転されるそうで、５

月１日まで閲覧業務を休止しておられるのです

が、新本館の完成予想図というのが、モダンと

いうもおろかな外観。昔者としては、少々フク

ザツな心境です。 

 さて、学生・院生としての身分が固まれば敷

居がぐんと低くなるのが、他の大学に附属して

いる機関で、なかでも東京大学の東洋文化研究

所と京都大学の人文科学研究所にはずいぶんお

世話になっています。前者の略称「東文研」は、

本郷の東大赤門を入って右へ、人の気配のない

方へと進んでゆくと建っている小型のビル。近

年は玄関前に中国の石の獅子が一対、どーんと

控えています。同研究所は、1941 年に当時の東

京帝国大学に設置された際に、北京で弁護士を

していた大木幹一氏（1881～1958）から蒐集の

漢籍４万５千余冊を寄贈された（大木文庫）他、

東大名誉教授の倉石武四郎・前野直彬・仁井田

陞といった先生方の蔵書なども受け継いでいま

す。また、古典籍の他に新刊の影印本や工具書

も充実していて、たいへん勉強しやすい環境で

す。曾てここで、音韻学の書物を閲覧しては書

き写した罫紙が今でも私の手元にありますが…

…荘述祖の『珍埶宦文鈔』から「古音考序」を

全文手写しているのが「八月四日」って、いっ

たい何年の八月だったのだろう……？ もう、

記憶がさだかでありません。 

 京大「人文研」の東アジア人文情報学研究セ

ンター（現在名）は、京都の北白川。おちつい

た住宅街の中に立っている、「スパニッシュ・

ロマネスク」様式の白亜の西洋館で、玄関を入

ると目につく重厚な階段。ひんやりした空気の

中に木製のドアが並び、閲覧室はなんだか半円

形をしている。実に浪漫的でレトロな場所でし

た。所蔵の漢籍は旧東方文化学院の蔵書を受け

継いでいて、もとは天津の銀行家陶湘氏の蔵書

を購入したものが中核になっているとか。私は、

暑い夏の盛りに何日かホテルとここを往復し

て、中国明代の学者趙宧（い）光の『説文長箋』

や呂維祺の『音韻日月燈』などを閲覧・複写さ

せて戴いた記憶があります。『説文長箋』の巻

首のコピーなどは、今なお私の虎の子の資料で

す。周辺はさすが北白川で、洋食屋さんが美味

しかった（こちらの思い出も忘れがたい）。 

 もう一つ忘れがたい場所は、東大教養部の近

く、近代文学館で有名な駒場公園の隣にある尊

経閣文庫です。ここは財団法人前田育徳会が加

賀前田家伝来の古書籍を保管している文庫で、

許可を得た人に利用を許してくれます。大庭脩

先生の御研究などでも知られるように、第五代

金沢藩主前田綱紀は将軍吉宗と並ぶ書物好き。

「尊経閣文庫」の名は、綱紀が執念を燃やして

蒐集した蔵書を自ら「尊経閣蔵書」と呼んだこ

とにちなんでいます。日本では他にあまり見ら

れない稀少な漢籍も多く、京大でさえこちらの

蔵書の影印を収蔵されている本があるほどでし

た。私は、やはり明朝人である呉元満の著作『六

書正義』や郝（かく）敬の著作集『山草堂集』

をここで見せて戴きました。駒場公園内には旧

前田侯爵邸が残っていて、レトロな建物の代表

とされていますが、文庫の建物も由緒ある鉄筋

作りの洋館。薄暗い玄関を入ると、木の内装が

ことのほか素敵です。周辺も閑静で品のよい街

並みが続き、お日さまがいっぱいの遊歩道を、

好い気分で歩いた記憶が残っています。 
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もう一つのリポジトリ 
―全国遺跡資料リポジトリ・オープンカンファレンスに参加してー 

学術情報課長 吉光 紀行 

 

 近年、大学・研究機関等では、国立情報学研

究所との共同事業である「次世代学術コンテン

ツ基盤構築事業（CSI）」により、「学術機関リポ

ジトリ」による学術流通の基盤整備が進められ、

教育研究活動の成果の収集・保存及び発信を行

っている。現在では、日本国内で 134（平成 22

年 11月現在）の学術機関リポジトリが公開され

ている。 

 一方では、特定の分野に特化した様々な主題

リポジトリがあり、その一つに、「遺跡資料リポ

ジトリ」がある。 

 遺跡資料リポジトリは、土地開発などで失わ

れてしまう埋蔵文化財を発掘調査することで、

日本固有の歴史と文化の内容を明らかにし、文

化遺産として後世に残すために作成された発掘

調査報告書を電子的に収集・保存し、公開しよ

うとするものである。また、発掘調査報告書は、

遺跡という貴重な文化遺産の記録でありながら、

発行部数が少なく流通範囲も限定され、一般に

利用しづらい側面を持っている。そこで、これ

らを電子化し、考古学・歴史学分野における学

術情報流通の基盤を形成するために構築された

ものが「遺跡資料リポジトリシステム」であり、

その活動が「遺跡資料リポジトリプロジェクト」

である。 

 このプロジェクトは島根大学附属図書館を代

表館として、中国５県域（鳥取大学、島根大学、

岡山大学、広島大学、山口大学）から始まり、

現在、国立大学図書館や各自治体との連携によ

り全国 20府県域で進められており、更なる拡大

を推進している。その活動の一つとして、平成

22年12月17日に大阪大学附属図書館において、

「文化遺産の記録をすべての人々へ」をテーマ

に開催された「全国遺跡資料リポジトリ・オー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プンカンファレンス」がある。 

 このオープンカンファレンスには、研究者、

学生、自治体関係者及び大学図書館関係者など

全国から 80人余りの参加があり、遺跡資料リポ

ジトリへの関心の高さが感じられた。オープン

カンファレンスは２部構成になっており、前半

は４人の講師による講演が行われた。考古学研

究者や文化財行政の立場からは、年に 9千件に

及ぶ発掘調査が行われていること、発掘調査報

告書の内容（質や量）が発掘調査担当者によっ

て異なること、また、発掘調査報告書の刊行・

保存の在り方等の、更には国立国会図書館から

は、「デジタルアーカイブの統合検索サービス」

と「遺跡資料リポジトリ」との連携による埋蔵

文化財情報の流通拡大が図れる可能性があるこ

と等、発掘調査報告書の多面的な情報流通につ

いての発言が多数あり、日本の文化遺産に対す

る取組の奥深さを垣間見ることができた。特に、

講演者の一人から ipad の発売により 2010 年は

電子書籍元年であり、紙媒体の簡便さは捨てが

たいものの、デジタル化の有用性、利便性は多

遺跡資料リポジトリ 

http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/ 
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少の課題はあるものの避けて通れない方向であ

るなどの発言もあった。 

 また、後半には、「遺跡資料リポジトリの拡大

と課題」をテーマに全体会議が行われ、プロジ

ェクトの進捗状況並びに、今後のプロジェクト

推進体制や現在参加している各大学からの報告

の後、遺跡資料リポジトリの拡大について、先

に行われた講演を基に参加された研究者、自治

体関係者等から多数の意見や提言がなされた。

その結果、発掘調査報告書の内容や保存方法等

は、別途文化庁をはじめとする埋蔵文化財関係

者で議論するとして、発掘調査報告書は、将来

的には電子媒体での刊行もあり得るが、現時点

では紙媒体の刊行と保存及び電子媒体による保

存と流通を並行して進めていくことで、一定の

方向性を確認されたと思われる。また、遺跡資

料リポジトリの拡大には、各自治体の参加が不

可欠であり、少しでもこのオープンカンファレ

ンスが、各方面への刺激及び起爆剤となること

を願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 51 回中国四国地区大学図書館研究集会参加報告 

学術情報課情報管理係 木越 みち 

 

 平成 22年 10月 14、15日に広島大学学士会館

に於いて行われた標記研究集会に、利用者サー

ビス係の永田さんと共に参加しました。下記に

その報告をさせていただきます。 

 

１日目：講演、研究発表・事例報告、ブラウジ

ングコーナー 

 まず基調講演として、三重大学高等教育創造

開発センターの長澤多代氏による「教員との連

携による大学図書館のサービスづくり」の講演

がありました。今回の研究集会のテーマである

「教員との連携による元気な大学図書館の作り

方」に関連することとして、大学の方針を踏ま

えた上での図書館サービスの重要性、特に教員

のファカルティ・ディベロップメント（FD）と

図書館サービスを結びつけることが今後の新し

い図書館のあり方の一つになるのではないかと

の提言がありました。 

 続けての千葉大学附属図書館の鈴木宏子氏と

千葉明子氏による講演は同図書館の「リエゾ

ン・ライブラリアン」という取り組みの紹介で

したが、具体的な活動例としては、教員と連携

して授業関連のパスファインダーを作成してい

るというもので、やはりFDを意識した新規サー 

ビスというところが長澤氏の講演の実践例とし

て聞くことができました。 

 その後の事例報告では、山口大学図書館から

の報告として、今年４月に完成・公開した林家

文書データベース作成の過程について、教員と

の連携を中心に報告致しました。 

 また、「ブラウジングコーナー」では、永田さ

んが山口大学図書館における学生との協働体制

について紹介しました。同様の取組については

同じブラウジングコーナーで島根大学附属図書

山口県遺跡資料リポジトリ 

http://rar.lib.yamaguchi-u.ac.jp/Repository/ 
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館の方も発表しており、こうした取組が大学図

書館の間で浸透し始めていることを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日目：分科会 

 今回の分科会は「１.学術情報管理を視点とす

る協力関係の構築」と「２.学術情報サービスを

視点とする協力関係の構築」の２つのテーマに

分かれ、私は前者、永田さんは後者に参加しま

した。分科会１ではリポジトリや資料選定等に

ついて各図書館の現状報告や積極的な意見交換

が行われました。 

 また期間中会場内で、分科会２に関連して各

大学図書館が作成したガイダンス資料の展示を

行っていたのですが、クイズ形式で受講者に資

料を探してもらうなど、各図書館が工夫を凝ら

した資料が数多くあり、興味深く拝見しました。 

 

 今回の研究集会には中四国にある国公私立の

大学図書館職員が計 61名参加しました。地区単

位でこのように大規模な研究集会を毎年行って

いるのは全国でも珍しいそうです。色づき始め

た紅葉が美しいキャンパスで、多くの図書館職

員の方々と意見交換ができ、充実した２日間で

した。 

 

 

 

学術情報リテラシー教育担当者研修に参加して 

学術情報課利用者サービス係 永田 一朗 

 

 平成22年10月20日から22日までの３日間、国

立情報学研究所の主催する「学術情報リテラシ

ー教育担当者研修」に参加しました。山口大学

図書館でも利用者ガイダンスや各種講習会を開

催していますが、今回の研修はこのような取り

組みをより効果的に行うためのものであり、理

論から現場でのテクニックに至る一連の講義が

行われました。中でも印象に残った点、今後の

取り組みに生かしたい点を挙げてみます。 

 

１.ニーズ（要求）をつかめ！ 
 図書館で行われるガイダンスやオリエンテー

ションは、図書館利用における利用者のニーズ

を満たす必要があります。ニーズをつかむこと

は図書館に限らず重要なことですが、利用者か

らの声を待つだけでなく、「こちらから積極的

に聞きに行く（インタビュー）こと」や、「図

書館の使われ方を観察すること」等で、よりよ

いガイダンスやオリエンテーションのあり方を

見出そうという意見が心に残りました。 

 
２.連携をしよう！ 
 図書館のガイダンスは、図書館職員が主体と

なって考え、実施することが多いかと思います。

しかし、大学での教育・研究に直接携わる教員

の意見を取り入れることができれば、よりよい

ガイダンスを作り上げることができるだろうと

いうことです。図書館だけに収まらず、互いに

連携することが、大学として教育を考える際に

重要であるという意見には、一人の大学職員と

講演風景 
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して大局を見ながら仕事をすることの大切さを

教えられました。 

 
３.タイミングを大切に 
 今回の研修で最も心に残ったのは「人が何か

を学ぶのに一番よいタイミングは『本人が必要

としているかどうか』である」という言葉です。

これは自分自身を振り返ってみても頷けること

ですが、本当に必要としているときは、話を聞

くときも、本を読むときも、集中して、熱心に

心を傾けるものです。図書館が提供するガイダ

ンスについても、利用者のみなさんの必要とす

るときに、必要とするガイダンスを提供するこ

とができれば、より皆さんの心に残り、図書館

の資料を使う際のお役に立てるものだと思いま

す。 

 

 研修の後半にはグループ討議が設けられ、効

果的な学術情報リテラシー教育のあり方を検

討しました。私の参加したグループでは、「ニ

ーズはつかむだけでなく、新しく作り出すこと

もできるのではないか」という意見も生まれ、

討議ならではの発見がありました。 

 そして、研修の終わりには、参加者同士、顔

の見えるネットワークに活かすべく、全員の写

真撮影も行われました。一度限りの研修で終わ

るのでなく、この研修で得た学びを、今後のリ

テラシー教育の展開に繋げたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

グループ討議 (左端が筆者) 
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トピックス 
 

○ 平川中学校職場体験学習 

 

 総合図書館では、９月16日と17日の２日間、

山口市立平川中学校から中学生の職場体験学習

の一環として２名の２年生を受入れました。中

学生の職場体験は、自分の生き方を考えるキャ

リア教育を推進し、健全な勤労観、職業観を育

成するため、総合的な学習時間の一環として毎

年各中学校が実施するもので、平成19年度から

要請に応じてプログラムを用意して受入れてい

ます。 

 プログラムは、中学校の図書室や公共図書館

等では普段目にすることのない、パソコンを使

った図書・雑誌の発注・受入、目録整理や配架、

また、カウンターでの貸出・返却処理、破損資

料の補修及び文献複写サービスの対応など、幅

広く大学図書館業務を体験します。実習生は、

職員の説明を熱心に聞き、真剣に取り組んでい

ました。 

 実習後の意見交換会では、「緊張したけれど、

図書館業務の大変さや大切さがわかり、貴重な

経験ができた」との感想が寄せられ、また、担

当した職員からは、「多くのことに興味をもち、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本をたくさん読んでほしい」との激励のアドバ

イスがありました。 

 中学生の職場体験受入れは、職員にとっても、

業務を今一度見つめ直す絶好の機会にもなりま

すので、今後も社会貢献の一翼を担いたいと思

っています。 

 

○ 学生協働の今日この頃 

 

 学生のキャリア教育支援と、図書館サービス

の充実のためにスタートした学生協働の取り組

みも今年度で５年目を迎えました。「利用者」と

しての学生のみならず、「山口大学の学生」のた

めに図書館として何ができるのかを模索し、今

日でも学生と職員で試行錯誤を続けています。 
 先日、学生の発案によりマスコットキャラク

ターも決まりましたので、その紹介を含めて、

充実していく学生協働の現状を報告します。 
 学生協働の活動が活発になるにつれて、マス

コットキャラクターがあればいいね、という話

題は頻繁に出ていたのですが、この度、学生の

努力によってようやく完成いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「ひよこ」は社会人になる一歩手前の学生を

イメージしたものです。赤いエプロンは実際に

学生協働の学生が着用しているもので、トレー

ドマークにもなっています。このひよこたちが

大きく成長し、立派に社会に出ていくことを職

員一同、期待しています。 

マスコットキャラクター 「ぴーすけ」と「ぴーこ」 

実習風景 
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 そして現在、館内では学生協働の企画による

展示が行われています。12 月は「Merry Christ-

mas のススメ」と題してクリスマスにちなんだ

本を、１月からは「レポート作成に役立つ本」

と「気分転換になる本」と題し、いずれも自ら

が選んだ本を展示しています。本はもちろん、

力の入ったディスプレイも見どころです。 
 学生協働の日々はブログ（http://www.lib.yam

aguchi-u.ac.jp/blog/）でも見ることができます。

ぜひ一度ひよこたちの奮闘をのぞいてみてくだ

さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

○ 常設展示企画「山口大学の来た道」 

 

 山口大学は、2015 年に創基 200周年を迎えま

す。そこで図書館では常設展示企画として「山

口大学の来た道」と題し、2015 年に向けこの 200

年間の歴史をパネルと関連資料で振り返ります。 

 山口大学の歴史は、上田鳳陽が山口に学問所

を設立しようと藩に申し立てを行い、1815（文

化 12）年に創設された「山口講堂」に始まりま

す。その後、1845（弘化２）年からは「山口講

習堂」、1863（文久３）年からは「山口明倫館」

として歴史を刻み、明治維新を経た 1870（明治

３）年には、「山口明倫館」が学制改革により「山

口中学」に変わります。 

 今年度は「山口大学の来た道」の第 1期とし

て、この 1815 年から 1870 年までの歴史を辿り

ます。国内にこれほど長い歴史をもつ大学はそ

う多くはありません。山口大学に学ぶ皆さんは、

是非常設展示コーナーにお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学祭における図書館企画展示 

 

 近年、ノーベル賞受賞者に日本人が選ばれる

ことが多くなりましたが、受賞者にはどのよう

な方がいて、どのような成果で受賞したのかは

あまり知られていないのではないでしょうか。 

今回、大学祭に合わせ、図書館では「ノーベル

賞」、その中でも日本人の受賞者に焦点をあてた

展示を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この展示は、３キャンパスすべての大学祭（平

成 22 年 11 月６日の姫山祭、11 月 13 日の医学

ディスプレイ 「Merry Christmas のすすめ」

湯川秀樹博士の色紙 

総合図書館の

展示コーナー

とパネル 

山口大学図書館報　No. 82

8



 

 
 

祭、11 月 20 日の常盤祭）にて開催し、日本人

で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹から今

年度の受賞者である鈴木章・根岸英一までの総

勢 18 名の略歴や受賞理由を分かりやすく解説

したパネルの展示、また、山口大学所蔵資料の

中からピックアップしたノーベル賞や受賞者の

関連資料の展示を行いました。 

 開催期間中には、延べ人数 1,151 名（姫山祭

805名、医学祭 47名、常盤祭 299名）もの多く

の方が、展示会場に足を運ばれました。来場者

の中には、小さなお子様も多くおられ、パネル

や資料を興味深そうに眺めていました。この展

示が少しでも化学や物理学等に興味を持つきっ

かけになれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 図書館ガイダンス 

 

日経 NEEDS－Financial QUEST 利用講習会 

 ９月６日(月)、吉田地区において、今年度導

入した日経NEEDS－Financial QUESTの利用講習

会を提供元の日経メディアマーケティング(株)

から講師をお招きし開催しました。このサービ

スについては、本館報第81号で紹介しています

のでご覧ください。 

 当日は、経済学部の学生や教職員80人（１回

目34人、２回目46人）の参加を得て、サービス

の概要、企業情報や株式情報の検索とデータ・

ダウンロード方法、コードブックの使い方など

について、パソコンの操作や質疑応答を通して

学びました。講師の方によると、これほどの参

加者を得るのはあまりないとのこと。このサー

ビスに対する関心の高さがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SciFinder(Web 版)利用講習会 

 10 月 28日(木)及び 29日(金)の２日間、昨年

と同じく(社)化学情報協会から講師をお招きし、

小串地区 10 人、常盤地区 20 人、吉田地区 30

人の参加を得て、SciFinder の利用講習会を開

催しました。 

 SciFinder は、化学を中心とする医薬、生化

学、物理、工学等の科学情報を必要とする研究

者が、自ら利用することを想定したオンライン

検索サービスで、世界最大級の情報量を誇る

CAS (Chemical Abstracts Service) データベース

が完全に統合され、広範囲な研究領域に対応で

きる情報提供サービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当日は、SciFinder の概要説明の後、キーワ

ードからの文献検索、引用文献・被引用文献の

検索、化学構造より物質検索、化学反応検索な

来場者で賑わう工学部図書館 

講習風景 

講習風景 （講師は化学情報協会の千葉氏）
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ど、SciFinder の多様な機能のいくつかをパソ

コン実習を通して学びましたが、講師をお願い

した千葉氏の専門的知識を踏まえた熱意のこも

った丁寧な説明は、受講者には有意義な時間に

なったことと思います。 

 

JapanKnowledge 利用講習会 

 11 月 10 日(水)、提供元の(株)ネットアドバ

ンスから講師をお招きし、JapanKnowledge 利用

講習会を開催しました。 

 JapanKnowledge は、複数の百科事典・辞書・

ニュース・コラム・学術サイト URL 集などを集

積した日本最大の知識データベースを一括検索

できる情報サイトで、論文執筆やレポート作成

など、様々な場面で活用できます。 

 講習会は、１回目は「レファレンス・サービ

ス演習」の授業として、２回目は希望者を募り、

合わせて 31人の参加を得て、サービスの概要説

明の後、各コンテンツの紹介を交えながら検索

の基本機能を、実際にパソコンの操作をしなが

ら学びました。 

 JapanKnowledge は、学内において図書館ホー

ムページから利用できますので、是非一度お試

しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献検索等ガイダンス 

 図書館のホームページでは、いくつもの文献

データベース、オンラインジャーナルや電子書

籍などを提供しています。これらは専門課程で

は是非活用していただきたい、とても便利なツ

ールです。 

 そして、図書館では前期の新入生を対象にし

た図書館ガイダンスだけでなく、上級生を対象

にした文献検索等のガイダンスも実施していま

す。このガイダンスでは、これらのツールの活

用方法を中心に説明をしており、レポート作成

や論文執筆にきっと役立つ内容となっています。

ガイダンスを受けた学生からは「もっと早く知

っておけば良かった。」との感想が良く聞かれま

す。 

 皆さんからの受講申込みは情報サービス係で

随時受け付けています。お一人でも結構ですが、

できればゼミ単位や仲間同士で気軽にお申し出

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ICPSR（データアーカイブ）の紹介 

 

 ICPSR (Inter-university Consortium for 

Political and Social Research : 政治・社会

調査のための大学協会) は、社会科学に関する

調査の個票データを世界各国や国際組織から収

集、保存し、それらを学術目的での二次分析の

ために提供する世界最大級のデータアーカイブ

で、ミシガン大学社会調査研究所 により 1962

年に設けられました。 

 山口大学は ICPSR 国内利用協議会の会員機関

ですので、本学の教員や学生の皆さんは ICPSR

の個票データをダウンロードし利用することが

できます。 

JapanKnowledge 検索画面 

少人数でのガイダンス 
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 詳しくは、図書館及び ICPSR 国内利用協議会

のホームページをご覧いただき、ご利用の際は

誓約事項をご一読の上、これを遵守されるよう

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 電子書籍の紹介 

 

 図書館では平成 22年 12 月末、新たに欧文電

子書籍 10タイトルを購入し、図書館のホームペ

ージより提供しています。購入した図書はいず

れも Elsevier 社の定評のあるレファレンスブ

ックです。 

 学内であれば、いつでもご利用になれますの

でご活用ください。 

 

― 導入タイトル ― 

・Comprehensive Coordination Chemistry II 

・Encyclopedia of Energy 

・Encyclopedia of Immunology (2nd. ed.) 

・Encyclopedia of Language & Linguistics 

(2nd. ed.) 

・Encyclopedia of Mathematical Physics 

・Encyclopedia of the Neurological Sciences 

・Encyclopedia of Social Measurement  

・Encyclopedia of Virology (3rd. ed.) 

・Handbooks in Operations Research and  

Management Science 

・Methods in Enzymology 

 

 

○ 他大学の館報を読んでみませんか 

 

 図書館報は本学だけでなく、多くの大学図書

館が発行しています。 

 他大学の図書館報には、専門的な記事もあり

ますが、それぞれの館が工夫を凝らして発行し

ていますので、その大学に所属する学生でなく

とも皆さんの勉学に役立つと思われる情報も少

なくありません。時にはご覧になられることを

お勧めします。 

 他大学の館報の利用には、Jcross サイト(htt

p://www.jcross.com/)の“大学図書館の「図書

館便り」”や筑波大学附属図書館の“全国の大学

図書館報”(http://www.tulips.tsukuba.ac.jp

/pub/tojo/link/gate-kanpo.shtml)が便利です。 

 

 

 
本学関係教員著作寄贈図書 

寄贈者（寄贈順） 書名等 

丸本卓哉 (学長) 中国内陸部貴州省の持続的発展をめざして : 環境・農村・文化と人材育成 / 

丸本卓哉[ほか]編著. - 東京 : 文一総合出版 , 2010.8. 

丸本卓哉 (学長) 地域生態系への回帰 : 急傾斜地に樹林を復元する新しい理念と戦略 / 丸本卓哉,  

河野憲治編著. - 東京 : 文一総合出版 , 2003.3. 

早崎峯夫 (名誉教授) クリニカルベテリナリーアドバイザー : 犬と猫の診療指針. - 東京 : インターズ

ー , 2010.7. 

早崎峯夫 (名誉教授) サウンダース小動物臨床マニュアル / Stephen J. Birchard, Robert G. Sherding

編 ; 長谷川篤彦監訳 ; : 2冊セット. - 第3版. - 東京 : 文永堂出版 , 2009.4. 

ICPSR トップ画面 
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纐纈厚 (人文学部) 総力戦体制研究 : 日本陸軍の国家総動員構想 / 纐纈厚著. - 東京 : 社会

評論社 , 2010.10. 

安里全勝 (経済学部) 刑法総論 / 安里全勝著. - 東京 : 成文堂 , 2010.3. 

城下賢吾 (経済学部) 日本株式市場の投資行動分析 : 行動ファイナンスからのアプローチ /  

城下賢吾, 森保洋著. - 東京 : 中央経済社 , 2009.8. 

芦田正巳 (理学部) 統計力学を学ぶ人のために / 芦田正巳著 ; オーム社開発局企画編集. - 東

京 : オーム社 , 2006.11. 

福屋利信 ビートルズ都市論 : リヴァプール,ハンブルグ,ロンドン,東京 / 福屋利信著. 

   (留学生センター)  - 東京 : 幻冬舎 , 2010.9. - (幻冬舎新書 ; 186, [ふ-6-1]) 

田中均 (人文学部) 歴史における「理論」と「現実」 / 仲正昌樹編 ; 大賀哲 [ほか著]. - 東京 : 御

茶の水書房 , 2008.8. - (叢書アレテイア ; 10) 

 

 

◆会議 

【学外】 

22.7.20 山口県図書館協会総会（於 山口県山口図書館） 

22.9.8 山口県大学図書館協議会総会・大学共同リポジトリ

意見交換会（於 山口大学） 

22.9.14 平成22年度山口県図書館協会理事会（第2回） 

（於 山口県立山口図書館） 

22.9.30 山口県図書館協会総会（於 山口大学） 

22.10.8 平成22年度国立大学図書館協会中国四国地区協会

実務者会議（於 鳴門教育大学） 

22.10.14-15 

第 51回中国四国地区大学図書館研究集会 

（於 広島大学） 

22.11.12 平成22年度中国四国地区国立大学図書館所管部課

長会議（於 岡山大学) 

22.11.18-19 

第 46回日本医学図書館協会中国・四国地区総会 

（於 広島大学） 

【学内】 

22.9.29 平成22年度第2回医学部図書館部会 

 

◆研修 

22.7.5-16 平成22年度大学図書館職員長期研修 

（於 筑波大学） 参加者：守永 盛志 

22.7.20 山口県図書館協会会員研修会 

（於 山口県立山口図書館） 

22.8.25-27 学術ポータル担当者研修（於 国立情報学研究所） 

参加者：尾上 誠 

22.8.25-27 平成22年度目録システム講習会（図書コース） 

（於 山口大学） 

22.9.1-3 平成22年度目録システム講習会（雑誌コース） 

（於 鳥取大学） 

参加者：楠 芳郎、大塚 由紀子、汐除 ちえみ 

22.9.9 平成22年度ILLシステム講習会 （於 愛媛大学） 

参加者：大塚 由紀子、和田 祐子、汐除 ちえみ 

22.9.30 山口県図書館協会研修会（於 山口大学） 

22.10.1-23.3.31 

平成22年度放送大学利用による職員研修（2学期分） 

参加者：大塚 由紀子、日高 友江 

22.10.20-22 

平成22年度学術情報リテラシー教育担当者研修 

（於 大阪大学） 参加者：永田 一朗 

22.12.6-10 

平成22年度山口大学職員海外派遣SD研修 

参加者：日高 友江 

22.12.8-10 

平成22年度NACSIS-CAT/ILLワークショップ 

参加者：杉原 繁子 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 記事で紹介しましたが図書館に新たな電子書籍を入れました。そして巷では、GALAPAGOSや Reader、

Kindle などの電子書籍に対応した端末の話題を聞くことが珍しくなくなりましたが、それほど電子

書籍が身近になってきたということでしょうか。この館報も５年前の 70 号から電子版のみとして年

２回の発行をしてきましたが、図書館ではこの館報を見直して、早ければ次号から新しくなった誌面

をお届けしたいと考えています。 (A) 
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