




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図書館を長時間利用する利用者のために新設

したカフェスペースも好評である。図書館利用

者にとっては休憩の場であり、カフェを運営す

る学生には経営の実践の場となっている。最近

では附属特別支援学校の生徒も学習活動の一環

として定期的に「まごころカフェ」を運営して

いる。 

 
交流の場としての図書館 

 改修後、ラーニング・コモンズやカフェスペ

ースでは、図書館企画のビブリオバトルなどと

は別に、学内他部局の教員や職員が企画するイ

ベントも数多く開催されている。 

 ラーニング・コモンズでは就職支援室による

企業研究会や、大学教育センターによる共育ワ

ークショップ、カフェスペースでは学術研究部

による研究サロンなど、改修前の図書館で開催

されることのなかったイベントも多い。（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうしたことから、改修工事の際に目指した 

「交流の場としての図書館」も少しずつ形を現

し始めていると言えよう。 

 また、高校生などの学外者が大学見学に訪れ

た際、図書館を案内する機会が非常に多くなっ

た。大学における学習・研究を体感できる施設

として、図書館が有効に機能している証左であ

ろう。 

 

課題と展望 

 以上に述べたように、施設利用の観点からす

れば、図書館はこの３年で改修当初に目指した

姿に近づいていると感じられる。実際に、平成

26年度・27年度の卒業生・修了生を対象とした

アンケートには、改修によって図書館の利便性

が増したとの声が多く見られる。 

 施設自体の目新しさは日一日と希薄化してい

くけれども、利用者の増大を図る努力は絶えず

惜しむべきではない。とりわけアクティブ・ラ

ーニングを取り入れた授業との連携を強化し、

ラーニング・コモンズの利用を活性化すること

が重要である。利用頻度を高めることにとどま

らず、質の向上を目指すことによって、内容を

一層充実させることが肝要であることは言うま

でもない。 

 また図書館は資料有ってこそ存在価値を発揮

できるものである。上述のように、貸出冊数の

減少は利用形態の変容だけではなく、教育用図

書費の削減と無関係ではない。現在、資料費全

体の見直しを行い、学習のための図書などの購

入に充当する経費の確保について検討している

ところである。併せて、限られた予算の中での

効率的な資料選定、近隣図書館との機能分化、

一層の連携強化をも視野に入れて、こうした課

題を解決していきたい。しかしながら、大学と

いう空間において、図書館は集客施設である必

要はないけれども、やはり知的インフラストラ

クチャーであるべきことは忘れてはならない。 

 

【写真２】個人学習スペースの様子 

【写真３】共育ワークショップの様子 

山口大学図書館報 No.89

3



 

平成 28 年度図書館トピックス

○平成28年度学生協働活動記録 

・学生協働とは 

 学生協働は、キャリア形成支援と図書館サー

ビス充実を目的に平成18年度に発足した。 

 カウンター業務のほか企画展示や資料の修理

など様々な活動を行っている。 

 

・参加人数56名 

総合図書館43名、医学部図書館９名、  

工学部図書館４名 

 

・総合図書館 

 カウンター業務を中心に行うとともに、利用

者目線によるサービス向上を目指したワーキン

グ活動（企画展示、広報、就職活動コーナー、

破損本修理等）を行った。また、新入生オリエ

ンテーション、オープンキャンパス、蔵書点検、

山口県立山口図書館で開催されたクリスマスビ

ブリオバトルへの協力等、職員と一緒に様々な

活動に取り組んだ。その他、図書館職員や学生

協働OBを講師に招き、学生の就業観を養うため

の学習会を定期的に開催した。 

 

・医学部図書館 

 カウンター業務、学習用図書の選書、図書の

紹介展示、蔵書点検補助、オープンキャンパス

や医学科保護者会での館内案内を行った。 

 

・工学部図書館 

 カウンター業務、就職活動コーナー用図書の

選書、蔵書点検や図書装備の作業補助に加え、

就職支援室主催の学生団体コラボ企画に応募し

て、山口県大学ML連携展を巡る学習バスツアー

を企画実施した。山口学芸大学・至誠館大学・

萩市立萩図書館等をバスで巡り、各大学の教育

研究成果や貴重資料に触れたり、各館の教職員

と交流してキャリアについて学んだ。 

・第６回学生協働交流シンポジウムへの参加 

 平成28年９月、香川大学で開催された学生協

働交流シンポジウムに参加した。ポスターセッ

ションやプレゼンテーションで本学の活動を紹

介するとともに他大学との交流を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１回全国学生協働サミットへの参加 

 平成28年11月、パシフィコ横浜で開催され

た全国学生協働サミットに参加した。サミット

の起ち上げ段階から参画しており、当日は指定

発言者として約400名の前で本学図書館の事例

報告を行った。また、図書館総合展にも参加し、

図書館業界や出版社のブースを見学したり、他

大学との交流を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学術情報課） 

工学部図書館のポスター発表の様子 

（上）事例発表の様子  （下）会場の様子 
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○第４回山口県大学ML連携特別展の開催 

 平成 28 年 10 月 29 日から平成 29 年１月 31

日まで平成28年度山口県大学ML連携特別展を

開催した。 

 「学び はぐくむ」を山口大学各館共通のテー

マとし、総合図書館では「先生の卵」、医学部図

書館では「医療人の卵」、工学部図書館では「技

術者の卵」に関する展示を行った。  

 
・総合図書館 

 次世代の子どもたちの学びをはぐくむ人材を

養成するための、教育学部の特徴的な取り組み

「ちゃぶ台プログラム」と併せて、本学におけ

る教員養成の歴史をパネルで紹介した。また、

教育学部の前身校所蔵資料の中から、昭和期の

学校教科書や当時の学生生活の写真も展示した。 

ワークショップ  10月30日 

参加者数 26組 

ミュージアムトーク11月12日 

参加者数 11名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医学部図書館 

 社会の変化・時代のニーズに対応できる高度

な知識と技量、豊かな人間性を持つ医療人を育

成するための、医学部の取り組みと併せて、江

戸時代に山口県で行われていた医学教育を紹介

した。また、医学部図書館が所蔵する当時の医

学書の展示を行った。 

ミュージアムトーク11月5日 

参加者数5名 

・工学部図書館 

 工学部におけるものづくり養成教育の拠点で

ある、附属ものづくり創成センターの取り組み

を中心に紹介するとともに、学生の制作物や工

学部図書館が所蔵する関連資料の展示を行った。  

ワークショップ  11月20日 

参加者数３名 

 
（学術情報課） 

 
○リポジトリの動向 

山口大学学術機関リポジトリ（YUNOCA）は、

平成19年10月の正式公開以降、順調に論文登

録数及び本文公開数を伸ばしてきた。近年は年

間の登録数がやや減少傾向にあるため、10周年

を迎えるにあたって、改めて広報を行い、登録

を促進していく予定である。 

山口県大学共同リポジトリ（維新）は、参加

機関全体の総登録件数が31,000件を超えた。さ

らに、平成28年9月には水産大学校と山口学芸

大学・山口芸術短期大学のリポジトリが新しく

公開された。平成29年2月に開催の連絡会には、

各機関から担当者が参加し、意見交換を行った。

業務上の疑問や課題を共有し、解決の糸口を得

る良い機会となった。 

また、山口県内で発行される学術成果物等を

電子的に蓄積・保存することを目的とした山口

県地域学リポジトリ（Yooke）の構築も進んでお

り、来年度には公開される予定である。 

 
（企画連携係） 

（上）ミュージアムトークの様子 

（下）ワークショップの様子 
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○語学学習用資料の整備・充実 

 本学のグローバル化の推進に伴い、近年、図

書館では学生の語学学習支援のために、TOEIC

関連資料や英語多読学習用資料、日本語学習用

資料等を毎年受け入れ、語学学習環境の整備と

充実を図っている。 

 特に英語の学習方法の一つである多読学習用

の資料は、総合図書館１階の文化交流スペース

にコーナーを設けている。平成28年度には、英

語多読学習用資料約750冊をご寄贈いただき、

現在1,500冊余がレベル毎に棚に並べられてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 また、図書館のWEBサイトからは、英語多読

学習用資料と日本語多読用資料の電子書籍版を

約180冊提供している。 

 少しずつではあるが、語学学習用資料の整

備・充実が進んでいる。冊子・電子資料ともに

十分に活用してもらえるよう利用促進を行って

いく必要がある。 

 
（情報管理係） 

○図書館WEBサイトの多言語化 

平成28年度に図書館WEBサイトの英語版及び

中国語版を公開した。作成にあたっては、留学

生や語学の堪能な日本人学生の協力を得た。大

学のグローバル化に対応し、今後も留学生の使

用しやすい環境の整備を、図書館の施設面・サ

ービス面で進めていく。 

 
（情報サービス係） 

 

○本学所蔵資料の展覧会出展 

学外で開催の展覧会に本学所蔵の貴重資料及

び大学史料が出展された。 

京都国立博物館で開催された展覧会「没後

150年 坂本龍馬」（会期：平成28年10月15日

～11 月 27 日）においては、当館所蔵の貴重資

料「伊藤助太夫宛坂本龍馬書簡」（『精魂余芳帖』

所収）が展示された。この展覧会は、龍馬の手

紙に焦点をあて、面白い文章表現から龍馬の実

像に迫ったもので、本学所蔵の書簡は、新出の

手紙として紹介された。 

また、金沢ふるさと偉人館で開催された企画

展「『坊ちゃん』に登場する赤シャツのモデル？ 

横地石太郎」（会期：平成 28 年 9 月 10 日～11

月27日）においては、経済学部東亜経済研究所

所蔵の山口高等商業学校（山口高商）関係資料

が展示された。金沢出身の横地石太郎は、山口

高商の校長を務めた教育者で、夏目漱石の小説

『坊ちゃん』に登場する赤シャツのモデルとも

言われている。横地の実像に迫るこの企画展で

は、本学所蔵資料は山口時代の横地の一面を知

る資料として紹介された。 

 

（情報サービス係） 

 

 

（上）総合図書館の文化交流スペース 

（下）レベルも様々な英語多読学習用資料 
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平成 28 年度図書館オリエンテーション・ガイダンス       

○図書館オリエンテーション 

・総合図書館 

 新入生を対象に、平成28年４月４日～７日の

４日間にわたり、図書館オリエンテーションを

実施した。館内案内を行い、資料の貸出や各ス

ペースの利用方法などの基本的な図書館サービ

スについて説明した。 

参加者合計 1,899人  参加率 94.7％ 

 

 また、平成28年５月と11月に新任教員を対

象として、平成28年３月及び９月に渡日留学生

を対象として、それぞれ図書館オリエンテーシ

ョンを実施した。 

 
・医学部図書館 

 平成 28 年２月に新規採用研修医を対象とし

て、平成28年４月に進級により小串キャンパス

に移動した学生や新規採用者を対象として、図

書館オリエンテーションを実施した。 

参加者合計 304人 

 
・工学部図書館 

 平成28年３月から５月にかけて、進級により

常盤キャンパスに移動した学生や、編入生、留

学生、新任教員等を対象として、図書館オリエ

ンテーションを実施した。 

参加者合計 906人 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
○図書館ガイダンス 

・新入生対象図書館ガイダンス 
平成28年度から、１年生必修科目「情報リテ

ラシー演習」（医学部医学科のみ「医学入門」）

の１コマに組み込む形で、全新入生を対象に図

書館ガイダンスを実施した。ガイダンスでは、

レポート課題を想定し、オンラインの辞書・事

典での下調べや蔵書検索による図書の探し方な

ど、実習を交えながら説明した。 

実施回数 42回 

（平成28年４月15日～８月３日） 

受講者数 1,958人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・個別ガイダンス 
 各館において、進級生、社会人学生、留学生、

職員を対象とし、授業やゼミ単位等で、文献検

索ガイダンスを下記のとおり実施した。 

 

 
（情報サービス係） 

担 当 館 受講者数 回 数 

総合図書館 279 23

医学部図書館 120 4

工学部図書館 168 18

ガイダンスの様子（総合図書館りぶプラザ） 

新入生オリエンテーションの様子（総合図書館） 
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平成 28 年度図書館各種講習会 

 

外部から専門講師を招き各種データベースの利用講習会を行った。検索実習を交えながら、デー

タベースの基本的な使い方から高度な検索方法など、効果的なデータベースの利用について説明が

あった。 

 

Scopus講習会（講師 瀧本まゆみ／ゼファー・ビヨンド（株）） 

実施日 会  場 時  間 参加者数 

５/24（火） 
常盤 工図：インフォメーションルーム 14：30-16：00 17名

小串 医図：情報ラウンジ 18：00-19：00 19名

 

Scopus講習会（講師 高石雅人／エルゼビア・ジャパン（株）） 

実施日 会  場 時  間 参加者数 

11/11（金） 吉田 総図：りぶプラザ 14：30-16：00 12名

 

SciFinder講習会（講師 千葉康広／化学情報協会） 

実施日 会  場 時  間 参加者数 

４/28（木） 常盤 工図：インフォメーションルーム 

基本編14：30-15：20 29名

応用編（反応検索） 

15：30-16：00 
22名

応用編（被引用文献検索）

16：10-16：30 

６/24（金）  吉田 総図：りぶプラザ 

基本編13：00-14：20 

43名応用編（構造・反応検索）

14：30-16：00 

 

日経NEEDS-FinacialQUEST講習会（講師 佐倉環／日経メディアマーケティング（株）） 

実施日 会  場 時  間 参加者数

11/８（火） 吉田 総図：りぶプラザ 14：30-16：00 45名

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報サービス係） 

※ 総図：総合図書館、医図：医学部図書館、工図：工学部図書館

SciFinder講習会の様子 
（総合図書館） 
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◆山口県図書館協会等 

平成 28 年度 会議・研修・人事等 
 
◆会議（学外） 
28.4.21-22 第 64 回中国四国地区大学図書館協議会総会／第43 回国立大学図書館協会中国四国地区協会総会（於 ピュアリティま

きび） 

28.6.16-17 第 63 回国立大学図書館協会総会（於 ホテルメトロポリタン仙台） 

28.10.13-14 第 57 回中国四国地区大学図書館研究集会（於 松江テルサ） 

28.11.17-18 第 52 回日本医学図書館協会中国・四国地区会総会（於 高知大学） 

28.11.25 平成 28 年度中国四国地区国立大学図書系・学術情報系人事担当課長会議（於 岡山大学） 

28.11.25 平成 28 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） 

28.12.2 平成 28 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 岡山大学） 

29.2.27 平成 28 年度国立大学図書館協会中国四国地区協会事業委員会総会（於 岡山大学） 

 

◆会議（学内） 
28.6.3 平成 28 年度第 1 回学術基盤資料検討専門部会 28.8.3 平成 28 年度第 2 回学術基盤資料検討専門部会 

28.6.13 平成 28 年度第 1 回図書館専門委員会（メール審議） 28.8.3 平成 28 年度第 3 回図書館専門委員会 

28.6.24 平成 28 年度第 2 回図書館専門委員会 28.9.14 平成 28 年度第 2 回工学部図書館部会 

28.6.24 平成 28 年度第 1 回総合図書館部会 29.2.13 平成 28 年度第 4 回図書館専門委員会 

28.7.4 平成 28 年度第 1 回医学部図書館部会 29.2.3 平成 28 年度第 3 回医学部図書館部会（メール審議） 

28.7.6 平成 28 年度第 1 回工学部図書館部会 29.2.24 平成 28 年度第 4 回医学部図書館部会（メール審議） 

28.7.22 平成 28 年度第 2 回医学部図書館部会（メール審議） 29.3.29 平成 28 年度第 5 回図書館専門委員会 

 
◆研修 

 
 

 
 
 

◆人事 
28.4.1 

併任 図書館長 根ヶ山 徹  

併任 図書館副館長（総合図書館担当） 柏木 芳美  

28.7.29 第 12 回学術情報セミナー（於 九州大学）参加者：前坂 祥子 

28.10.4-7 平成 28 年度大学図書館職員短期研修（於 京都大学）参加者：隆野 美雪 

28.11.16-18 平成 28 年度中国・四国地区国立大学法人等財務会計事務研修（初級編）（於 鳥取大学）参加者：岡﨑 聡志  

28.11.24-25 目録システム書誌作成研修（於 国立情報学研究所）参加者：川上 誠  

29.2.14 第 3 回 SPARK Japan セミナー2016（於 国立情報学研究所）参加者：岡崎 聡志 

28.5.26 平成 28 年度山口県図書館協会理事会（第 1 回）（山口県立山口図書館） 

28.6.3 平成 28 年度第 1 回山口県大学図書館協議会幹事会（山口大学） 

28.6.21 第 20 回山口県大学図書館協議会総会（山口大学） 

28.6.28 平成 28 年度山口県図書館協会総会（山口県立山口図書館） 

28.12.22 平成 28 年度第 2 回山口県大学図書館協議会幹事会（メール審議） 

29.2.16 平成 28 年度第 3 回山口県大学図書館協議会幹事会（山口大学） 

29.3.16 平成 28 年度山口県図書館協会理事会（第 2 回）（山口県立山口図書館） 
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昇任 情報環境部長 山根 信二 （経済学部事務長） 

昇任 情報環境部学術情報課主任 川上 誠 （工学部会計課） 

28.7.1 

配置換 情報環境部学術情報課総務係長 藤本 勇二 （共同獣医学部動物医療センター係長） 

配置換 情報環境部学術情報課利用者サービス係長 久樂 克則 （共同獣医学部連合獣医総務係長） 

配置換 情報環境部学術情報課工学情報係長 岡村 雅和 （情報環境部学術情報課利用者サービス係長） 

配置換 教育学部予算管理係長 水津 峰夫 （情報環境部学術情報課総務係長） 

出向 宇部工業高等専門学校 河田 孝行 （情報環境部学術情報課工学情報係長） 

28.11.1 

配置換 情報環境部学術情報課 松原 花梨 （教育学部） 

配置換 理学部主任 前坂 祥子 （情報環境部学術情報課主任） 

29.3.31 

定年  永久 英雄 （情報環境部学術情報課副課長） 

辞職  森實 彩乃 （情報環境部学術情報課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

留学生を対象としたオリエンテーションの効果もあり、総合図書館では留学生がレファレンス

カウンターを訪れることが多くなりました。大学のグローバル化を肌で感じる一方、留学生向け

の情報サービスや語学力など、向上・改善していくべきことの多さも実感しています。総合図書

館のリニューアルオープンから３年が経過し、その間、大学や図書館をめぐる状況も変化してき

ました。変わりゆく状況と限られた資源の中で、いま何ができるか。改修を越えて、図書館の模

索は続いています。                          館報編集小委員会 

 

山口大学図書館報 No.89

15


