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新入生特集

ょうこそ山口大学へ。

図書館は、学習の場としてはもちろん、時には静かな落ち着いた雰囲気の中で読書を楽しむ、また、 CD・ 

L D等によるAV鑑賞としてもおおいに活用していただきたい施設です。

山口大学附属図書館は、山口地区の「本館」、宇部地区の「医学部分館」と「工学部分館」の 3館で構成

され、どの館も自由に利用することができます。

西 真奈美（教育学研究科美術教育専修 2年）
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図書結利用案内 Part1 本 館

山口大学に入学して、皆さんがまず親しむのは山

口キャンパスの本館だと思います。

本館の建物の中には、約50万冊の図書と約 2万種

類の雑誌が、置いてあります。（大学全体では図書

約150万冊・雑誌約2万5千種類を所蔵）

そのほかに、東亜関係資料・庶民資料など色々な

分野の特殊文庫、また本学の前身であるいくつかの

学校から引き継いだ図書館資料もあって、研究者に

活用されています。

ここでは、あなたがこれから使っていく図書館の

利用法を、シンプルに説明します。

［入館と退館］

玄関を入るとゲートがあり、入口と出口に分かれ

ています。特に出口の方は、図書館の資料を「貸出

手続き」を忘れて持ち出すと警告音を出して知らせ

てくれます。

ゲートのそばにあるのが閲覧カウンターです。

開館時間（平常期）

口
u平 土曜日 ｜ 日曜日

8:30～20:00 9:00～17:00 I 13:00～17:00 

詳しいことは添付しである図書館カレンダーで。

［貸出・返却］

新入生である皆さんは、学生証で資料の貸出を受

けることができます。閲覧カウンターで貸出手続き

をしてください。この手続を忘れた図書館の資料を

持ってゲートを通ろうとすると自動的にチェックが

かかり出口が聞きません。

資料の返却・貸出期間の延長・予約（借りたい資

料が貸出中のときに次に借りるため）などの手続も

閲覧カウンターでします。

［図書返却ポスト］

閉館後や閉館日に返すときは、玄関の「図書返却

ポスト」へ入れてください。

［貸出限度冊数と期間］

利用者 冊数 期 間

学部学生 5冊以内
図書 14日以内

九不任比三日土し、 5日以内

卒論貸出 図書 14日以内

( 4年生）
10冊以内

雑誌 5日以内

教職員

留学生 10冊以内
図書 30日以内

大学院生
九7f任口二三日士し、 5日以内

［資料の利用］

館内では、ほとんどの資料を直接手にとって利用 ［参考カウンターを活用しよう］

できます。それぞれの資料の置いてある場所は、図 図書館に関することなら、わからないときに何で

書館マップで確認してください。使った後の資料は も相談を受けるところです。資料がどこにあるか、

きちんともとの場所に返すようお願いします。 検索用パソコンや自録カードの使い方、その他なん

決まった場所に資料を並べておくことは、次の利 でも困ったときは聞いてください。

用者（それはあなたかもしれない）が使いやすいた

めです。 OPAC （コンピューターでの検索）や目

録カードで検索してから探しに行くときには、資料

の配列がさらに重要問題となります。

なぜなら、あなたは「本が住むところ二番地」と

も言える「請求記号」をたよりに、閲覧室や書庫で

資料を探すことになるからです。

女図書は背に貼つであるラベルの「請求記号」の）II買

に並んでいる。女雑誌は、誌名のアルファベット順。

［資料の探し方］

①山口大学所蔵資料

開架閲覧室や書庫を歩き回り、資料を手に取って

選ぶのも、いろいろの知識を得ることができてなか

なか良い方法です。しかし、なにしろ資料は大量に

あるので、書名・著者名などがわかっている特定の

物を探すときは、まず検索して、所蔵の有無や配架

場所（資料の置いてある場所）、請求記号を調べる

のが適当です。
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山口大学の所蔵資料は、 OPAC （資料検索シス

テム） と目録カ ードで調べます。OPA Cに使うパ

ソコンは各閲覧室にあります。

OPA Cは、 te 1 n e t版またはwe b版もご

利用ください。

インターネ ットに接続していれば自宅のパソコン

でも検索できます。

(URL http://homel.lib-c.yamaguchi-u.ac.jp) 

OPA Cで検索できる資料は、雑誌は山口大学所

蔵すべて、そして図書は1987年以降の受入図書と第

4、5閲覧室の書架にあるものです。パソコンのそ

ばに検索マニュアルが置いてあります。でも、わか

らないときは、遠慮な く 「参考カウンター」で聞い

てください。

②他の機関の所蔵、特定の主題の資料

第 1閲覧室に二次資料があります。また、 CD-

RO Mでの検索も試してください。図書なら「J-
BIS C」、論文には「雑誌記事索引Jや 「MED 

LIN E」等が便利です。

貴分からないことは、「参考カウンタ －Jで聞いて

ください。

［学外から資料を取り寄せる］

必要な資料が山口大学附属図書館に無い場合は、

他の大学から論文のコピーを取り寄せたり、図書を

借りることもできます。「参考カウンター」で申し

込みをします。

女学外からのコピーの取り寄せは 1枚35円＋送料、

また図書の借用は送料を申込者が負担します。

［他の大学図書館を利用する］

資料を調べに行く、休暇中に利用するなど他大学

の図書館に行くときは、利用したい図書館宛の紹介

状が必要なことがあります。

「参考カウンタ－Jで申し込んでください。

［今日の新聞を読む］

当日の新聞各誌が第 l閲覧室に備えてあります。

また新聞記事を検索する CD-ROM（朝日新聞）

も、ここにあります。

［ビデオ ・CD・語学テープ］

第3閲覧室にビデオ ・レーザーディスクを鑑賞し

たり、語学テープを聞 くためのブースがあります。

A V資料（第 l閲覧室）を選び、貸出カ ウンタ ー

で手続を してからご利用 ください。

なお、新しく大画面テレビシステムとグラス トロ

ンモニタ一、 CD装置が備えてあり ます。ご利用く

ださい。詳しくは閲覧カウンターできいてください。

［インターネ ット］

第3閲覧室でどうぞ。なお、新しく情報コンセン

トがつきましたので、個人のパソコンでインターネッ

トが使えます。

［グループでの勉強には］

第4閲覧室にはグループで利用できる部屋（ブラ

ウジングルーム）があります。空いているときは自

由に使ってください。

［コピーをしたい］

第1閲覧室にコピー機があり、プリペイドカード、

コインどちらも使えます。（ 1枚10円）

図書館の資料をコピーする時は、著作権を守るよ

う注意してください。

ヲ骨＊＊

それでは、ひとまず図書館においでませ。そして

あなたらしい図書館活用法を発見してくださいます

ように。お待ちしています。
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図書館利用案内 Part.2 

当分館は主として医学部、附属病院、医療技術短

期大学部における、研究・教育・診療・学習のため

の図書館です。また、医学およびその関連分野の情

報を必要とする全学の教職員、学生、さらには地域

の医療関係者のための医学情報センターの役割も担っ

ています。

［開館時間］

平常時 休業期

平 日 8:30～ 21:30 8:00～ 17:00 

土曜日 8:30～ 18:00 

日曜日 13:00～ 18:00 （試験期間のみ）

［閉館日］

日曜日（試験期間をのぞく）

国民の祝日に関する法律に規定する休日

12月28日から1月4日まで

その他、分館長が特に必要と認めた日

［入館と退館］

かぱん、袋などは必ずロッカーへいれて入室して

ください。また、自分の本や帯出中の図書を持ち込

む時は、カウンターで持ち込む冊数分の「持込票」

を受け取り、退出する時には「持込票」を返し、持

ち込んだ冊数との確認を受けてください。

［資料の配置］

大新着雑誌コーナー

学術雑誌が製本されるまで（およそ当年分）がこ

のコーナーに置かれます。前年分は製本されますo

* 製本雑誌コーナー

外国雑誌・国内雑誌ともに、 1979年以前・ 1980年

医学部分館

～1994年・ 1995年以降に別れ配架されています。

大単行書閲覧室（ 2階）

学習用図書、辞書・事典類、杉山記念文庫、森本

記念文庫が配置されています。版の古い図書は集密

書架にあります。

［資料の利用］

大 館 内 利 用

各コーナーの資料は、書架から自由に取りだして

利用できます。利用し終わった資料は、配列の順序

を乱さないように元の位置に戻してください。

雑誌は和雑誌、洋雑誌とも誌名のAB Cおよび巻

年順に配列してあります。

単行書は主題別に請求記号（分類、著者記号、巻

冊記号） Jll買に配列してあります。

大 館 外 利 用

借用したい資料を学生証または図書館利用カード

と一緒にカウンターに出してください。返却期限の

きた資料を引き続き利用したい時も同様です。

大貸出冊数および期間

通常貸出 期間 短期貸出 期間

学生 3冊以内 8日以内 5冊以内 2日以内

大学院 ＊ ＊ 

教職員 10冊以内 8日以内 10冊以内 2日以内

＊単独にはそれぞれ10冊。同時に貸出できる

冊数は15冊までです。

大予約

借りたい図書が現在貸出中の場合、予約する事が

できます。カウンターで申込手続きをしてください。

大罰則

借りた図書・雑誌を返却期限内に返さなかった時

は、遅れた日数にあたる期間、図書・雑誌を館外利

用することができません。

大図書返却ポスト

閉館後や休館日に返したい時は、玄関の「図書返

却ポスト」へ入れてください。

［閲覧カウンター］

次のような場合は、カウンターの係員に気軽にご

相談ください。

＊資料の探し方、所在位置がわからない時。
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＊当分館にない資料の所在を知りたい。また借用・

複写を希望する時。

＊他大学の図書館を利用したい時。

＊その他困った時。

g’ 

［資料の探し方］

大端末機（OPAC）による検索

ー一、

OPACの端末機が設置してあります。著者名・書

名・分類・書名中の重要な Wordで、当分館はも

とより、全学の図書・雑誌資料が検索できます。

大 目録カードによる検索

1981年以前受入の全図書が検索できます。著者名

目録・書名目録・分類目録があります。雑誌につい

ては、「山口大学医学部雑誌目録Jがカウンターお

よび閲覧室に備え付けてあります。

大 索引誌・文献検索用パソコンによる検索

医学中央雑誌・ Index Medicus ・ Current Con-

tentsなどの索引誌が配置されています。また、こ

れに対応し CD-ROMデーターベースがあり、文献

検索用パソコンで利用できます。この内「MED-

LINE」は、学内LANにより各研究室からも検索で

きます。

［パソコン・ルームの利用］

2階パソコン・ルームには、自主学習の場として、

パソコンが備え付けてあります。インターネット・

文献検索等に活用してください。

お知らせ 医学部分館

大 図書館パソコン・ルーム新設

［学外から資料を取り寄せる］

山口大学に必要な資料がないとき、他大学・機関

から論文のコピーを取り寄せたり、図書を借りるこ

ともできます。

＊複写料金は1枚35円＋送料です。

＊図書の借用は、送料を申込者が負担します。

［他大学図書館を利用したい］

資料を調べに行くときなど、利用したい図書館に

紹介状が必要となりますので申し出てください。

［ブラウジング・コーナ－］

ここには当日の新聞各種、医学関係新聞、新刊書

案内、「TimeJ、「NewsweekJ、「タウン誌」などの

読み物がおいてあります。一時の休憩の場所として

ご利用ください。

［視聴覚室・機器の利用］

多人数が同時に視聴できるプロジェクター・ビデ

オ装置が設置されています。医療関係ビデオも揃え

ています。利用にあたって事前にカウンターに申し

込んでください。

［グループ学習室の利用］

多人数で、レポート作成するなどの学習に利用で

きます。利用は事前にカウンターに申し込んでくだ

さい。

［簡易製本機の利用］

レポート、複写物等を合冊製本したいときは、簡

易製本機があります。カウンターへ申し出て使用し

てください。

［複写機の利用］

コイン式コピー機があります。著作権を守って使

用してください。

料金はl枚10円です。

昨年 4月より、主として学生の演習・実習等の支援のために、自主的に電算機器を使用して情報処
理が行えるように、図書館 2階喫煙室を改修し、利用者のためのパソコン・ルームを新設いたしまし
た円

大 コイン式コピー機を導入
図書館開館中は、私費でのコピーを随時自由に行う事ができます。ただし、著作権法は遵守願いま

す。
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図書館利用案内 Part.3 

［開館時間］

平常時 休業期

平 日 9:00～ 21:00 9:00～ 17:00 

土曜日 9:00～ 17:00 閉館

日曜・祝日 13:00～17 :00 （試験期間のみ）

［閉館日］

・日曜日、祝祭日

・本学創立記念日（ 6月1日）

－年末年始 (12月28日～ 1月4日）

．分館長が特に必要と認めた日

－長期休業中の土曜日

［入館時の注意］

・カバンや袋類はロ ッカーに収めてください。

なお、 貴重品はロ ッカーに入れ施錠するなど、

特にご注意ください。

・ノートや筆記用具は自由に持ち込みできます0

・私物の図書や借用図書を持ち込む時は、冊数分

の「図書持込票」をカウンターで受け取り 、退

出時に返してください。

［館内利用］

・資料（図書・雑誌）は、自由に取り出して利用

できます。 利用した資料は元の位置へきちん

と返してください。

－図書は日本十進分類法による請求記号JI！夏、雑誌

は誌名の ABCJll買に並んで配架されています。

［館外利用］

・借用したい資料を学生証または図書館利用カー

ドと一緒にカウンターに出してください。

借用中の資料を引続き利用したい場合も同様で

す。

工学部分館

－貸出冊数および期間

利用者 冊 数 期 間

（合計4冊以内）
15日以内

学部学生 図書3冊以内

雑誌 l冊以内 2日以内

（合計12冊以内）
15日以内大学院生 図書3冊以内

留学生 神.. F『・ ・，

雑誌12冊以内 2日以内

－返却期限内にカウンターへ返却してください。

遅れた場合はその日数分貸出停止となりますの

で注意してください。

－閉館日・時間外の場合は、図書館正面玄関のブ、ツ

クポストをご利用ください。（開館時は利用し

ないでください）

［図書・雑誌の検索］

大コンピューターによる検索

山口大学所蔵の図書及び雑誌は閲覧室の端末によっ

て検索ができます。これは附属図書館本館と同じな

ので、自由にご利用ください。検索端末は 3台用意

しであります。

［情報検索］

CCoDや科学技術文献速報などの二次情報は図書

館内の端末で検索できます。情報検索用端末は 3台

用意しであります。またネ ットワークを利用して

CA on CDの検索を研究室から行うこともできま

す。これ以外にもネ ットワークを利用した「電子情

報図書館システム」を行っていますのでご利用くだ

さい。この中では主要な DBサーチやオンラインジャー
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ナル等のサービスを行っています。わからないこと

はカウンターでお尋ねください。

CCoD （物理・化学・地球科学編）

（工学・技術・応用科学編）

（農学・生物学・環境科学編）の 3編

科学技術文献速報（物理・応用物理） （環境公害）

（機械工学）（電気工学）の 4編

CA on CD ・・・ Chemical Abstracts 

［資料のコピー］

当館所蔵資料の私費によるコピーは、閲覧カウン

ターで受け付けています。

［文献複写］

工学部にない文献は、他大学の図書館に複写依頼

をして取り寄せることができます。

料金はl枚35円＋送料です。

［レファレンスサービス］

資料の利用方法、館内施設の使用方法等について

わからないことがあれば、どのようなことでも、閲

覧カウンターで気軽に相談してください。

お知らせ 工学部分館

大情報コンセント新設

［インターネット］

工学部ではインターネットでホームページやいろ

いろな情報が見られるパソコンを14台用意していま

す。カウンターで申請をしてから利用して下さい。

またCNNニュースを24時間不 ットワークを利用し

て受信しています。世界のホットニュースにふれて

みてください。

使い方等がわからない方のために、週 1回簡単な

利用法の講座を行っています。気軽に参加してくだ

さい。

以上おおまかに説明しましたが、工学部分館で、行っ

ているサービスや、問い合わせはホームページから

でも可能です。何かわからないところがありました

ら、気軽におたずねください。

(URL:http://donald.lib-e.yamaguchi-u.ac.jp) 

ノートパソコンが接続できる情報コンセントを 1階の自由閲覧室とグループ閲覧室に各10口、同じ

く1階の単行書閲覧室と 2階の雑誌閲覧室に各24口設置いたしました。ご利用ください。
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工学部分館
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大学は『自分で』学ぶところです

大学は『自分でJ学ぶところです。そんな当たり

前のことを忘れていませんか？ 。

図書館で働いていると自分のことは棚に上げてそ

んな辛口の一言も飛び出しそうになります。

大学に入ったときのことを思い出してください。

合格通知を受け取った瞬間、喜びにあふれ、希望に

胸萌やし、その情熱は決して変わらないと誓ったの

ではありませんか？ 。大学に入ったからにはたくさ

ん勉強すると心の中で思いませんでしたか？。これ

からの 4年間、たくさんの友人と知り合い、バイト

をし、楽しいことをいっぱい知り・・・そんな風に、

期待に胸をはちきれそうに膨らませていませんでし

たか？ 。勉強してますか？なんて堅苦しい野暮なこ

とはきかないことにしましょう 。私だって偉そうな

ことを言えた義理ではないですから・・・ 。「大学

の授業がつまんない。」「眠い・ ・－」 「こんなこと

勉強してなんか役に立つのか」などなど入学してし

ばらくすると聞かれる声です。勉強をしてこなかっ

た先輩として敢えて老婆心から苦言を呈せば、それ

らの不満の大半は、受け身で勉強する癖が知らず知

らず、皆さんのなかにしみついているからです。こ

れは皆さんを責めてるわけではありません。でも大

学は、受験予備校と半ば化している高校でも、まし

てや義務教育の小中学校でもありません。大学が小

中学校や高校ともっとも違うところは、この文章の

最初に書いたとおり、『自分でJ学ぶところです。

自分で学ぶということは、高校までのように定めら

れたカリキュラムで同じ教科書で同じ内容を学ぶと

いうことでは決しでありません。自分の足を使って

探し出し、自分の手で調べ、自分で納得するまで考

えて得たものは、ほかならぬ自分の血となり肉とな

山口大学大学院理学研究科生物学専攻

亀山仁美

る生きた知識となります。たとえそれが常識や当た

り前とされていることでも、 「当然って何だろう」

と考えなおしてみると新しい発見がきっとあります。

これが自分で学ぶということであり、そしてこのこ

とを行う場こそが小中学校や高校とは異なる大学の

姿なのです。

大学への不平不満おおいに叫んでください。と、

同時に自分で考える習慣をつけてみませんか。

そんな自分で考えるあなたを、附属図書館では応

援したいと考えています。

まず、附属「図書」館らしいことの紹介から。こ

この図書は学生なら 5冊まで借りることができます。

また、本は読まないけど、音楽にと、っぷ りというあ

なたにはCDの貸し出しも行っています。（図書も

C Dも希望があればいつでもおっしゃってください。

購入を検討します。） また、国内外の主要な新聞や

雑誌も多数そろえています。また図書館は情報収集

の場でもあるべき、の考え方から、今話題のインター

ネットにも接続できます。世界への扉をひらいてみ

ませんか。

これらのサービスは山口大学の学生であれば、す

べて無料で利用することができます。

大学は『自分でJ学ぶところです。自分で学ぶと

いうことは実は大変なことかもしれません。そんな

大変な作業だからこそ、あなたを支援したい。附属

図書館の職員（私のようなバイトを含む。）全員が

そう考えています。まずは図書館に来てみてくださ

い。せっかく大学にはいったんですもの O 大学でし

かできないことをもっとしてみようではありません

か。
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YUMEアメニティー
一新しい学習空間創造への第一歩一

昨今、学生の活字離れがいわれるなか、図書館利

用者数や資料貸出冊数が伸び悩むなど、山口大学附

属図書館もその例外ではないのが実情です。

図書館の利用を増やすには魅力ある情報（資料）

を収集・提供することが不可欠なことは言うまでも

ありません。また、図書館の情報源といえば一般的

には図書・雑誌等の文字情報がその中心を成してい

ることには変わりありません。

しかし、急激な変化としてオンライン情報、 CD-

RO Mによる情報、インターネットからの情報等様々

な電子的手法による情報が得られる時代となりまし

た。

一方、学生が映像や音声による情報には大いに関

心をもっていることは、ビデオやCD店での利用の

多さからも容易に計り知ることができます。

そこで、学生に関心が高いメディアを活用するこ

とで、学習効果を高めることを目的としたプランが、

『YUME ( Yamaguchi University Maltimedia 

Enjoy）アメニティーJです。

これは、従来型の視覚からの情報である図書・雑

誌等に加えて、聴覚からの情報であるカセット・テー

プ、 CD、MDと、視覚＋聴覚からの情報としてビ

デオ、 LD、DV D及びグラストロンを組み合わせ

トピックス

大本館市民への貸出を開始

前山口大学附属図書館

事務部長渡漫正人

た個人学習の場と、これらと同様の機器に 50型大

型テレビを組み合わせた小集団学習の場を提供する

ものです。と同時に情報コンセントを多数設置して、

個人のパソコンも利用しての電子情報が収集できる

学習空間を創造し、将来的には学内で作成した教材

も利用できるような、マルチメディアによる学習を

目指したものです。

この構想、を、教育研究学内特別経費（いわゆる学

長裁量経費）に応募申請し、平成 9年度の予算で認

められ、その第一歩が実現しました。

予算を最大限有効に活用する努力をした結果、個

人使用の機器を 3セットと小集団学習の大型テレビ

システムを 1セット整備することができました。併

せて情報コンセント 20個を設けました。

ただ、経費の関係で購入ソフトの対象を絞り込ま

なければならず、 LDとCDに限定しましたが、こ

れまでに購入したビデオソフト、カセット・テープ

等の教材と合わせてご利用ください。

学生の皆さんが大いに興味をもってグレードの高

い機器を使って、効果のある学習と名画・名曲など

で楽しさも同時に味わってもらい、図書館の目指し

ている YUME （夢）のある活用をされることを期

待しています。

附属図書館本館では、生涯学習の一環として、学術にかかわる学習または研究・調査を目的とした

一般市民への図書貸出サービスを開始いたしました。

貸出できる冊数は、図書2冊以内、期間は 2週間以内です。貸出を希望する方は、事前に利用者の

登録が必要になります。詳細は情報サービス課資料サービス係までお問い合せください。

電話 0 8 3 6 3 3 -5 1 8 2 
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！本学関係教官寄贈図書 l（受入順）

［本館］（平成 9年 12月～平成 10年2月）
西山雅也（農学部助手）

－耕地 ・草地 ・林地の微生物 土壌微生物研究会編博友社 1996 
（新 ・土の微生物 .1 ) 西山雅也［ほか］執筆

上杉信敬（経済学部助教授）
－中国行政法概論羅豪才主編上杉信敬訳近代文義社 1997 第2巻

石田成員IJ （経済学部助教授）
－自由競争時代の生命保険経営 石田重森石田成則著 東洋経済新報社 1997 

中間賓待、（農学部教授）
－関節疾患：ケース・スタデイ 中間賓徳監修 インターズー 1993 

（テーマ別の小動物症例報告集）
・小動物の脊椎 ・椎間板疾患 ：診断と治療 中間賓徳監修 インターズー 1998 

本田義昭（人文学部教授）
－アポロン独話辞典根本道也本田義昭［ほか］編集執筆 同学社 1998 

［医学部分館］
ネlド谷晃（医学部教授）

VOL.19 No. 1 

－注射薬調剤監査マニュアル 山口県病院薬剤師会注射調剤特別委員会編集 ミクス 1998 

[§ 
［本館］
1. 12 
1. 22 

第47回附属図書館本館図書委員会
平成 9年度国立大学附属図書館事務部長会議（静岡大学）

渡漫事務部長
1. 23 
2. 17 
2. 19 

OVI Dセミナー（福岡） 鳥谷参考調査係員
第77回附属図書館運営委員会・第48回附属図書館本館図書委員会
中四国地区学術情報センタ一新CAT/ IL L説明会（徳島大学）

2. 24 
吉光参考調査係長

中国地区学術情報センター電子図書館利用説明会（広島大学）
鳥谷参考調査係員

3. 3 平成 9年度図書館職員研修会佐野敏子（ウベニチ新聞社記者）
［医学部分館］
12. 4 医学部分館図書委員会
1. 23 0 V I Dセミナー（福岡） 渡部運用係員
1. 30 関東地区医学図書館協議会主催パネルデイスカッション（東京）

2. 13 
3. 6 

3. 20 

上田整理係長
医学部分館図書委員会（持ち回り）
日本医学図書館協会資料保存委員会（大阪）

上田整理係長
医学部分館図書委員会

わ 空l
1997年 8月発行 （Vol.18No.2）の LibraryNews （山口大学附属図書館報）の本学関係教官寄

贈図書および平成 9年度山口大学附属図書館各種委員会委員名簿の記載の中に間違いがありました
ので、お詫び、して訂正いたします。

誤

本学関係教官寄贈図書

増田正勝（人文学部教授）

正

増田正勝（経済学部教授）

平成 9年度山口大学附属図書館各種委員会委員名簿（本館図書委員会）

滝野正三郎 滝野正二郎

編集 ・発行 山口大学附属図書館広報委員会

干753-8516 山口市大字吉田 16 7 7 -1 TEL: 0839-33-5183 FAX: 0839-33-5186 

E-mail:toshokan@po.cc.yamaguch1-u.ac.Jp 
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