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魅力ある図書館（その 1) 

附属図書館運営委員会委員太 田 聡

本稿では、抽象的な図書館論を述べることは避

けて、一文系人として、自分のこれまでの経験の

中で、どのような図書館に魅力を感じたか、ある

いは、感じなかったかを、思いつくままに綴って

みる。その上で、次号の館報において、山口大学

附属図書館にはどのような図書館であって欲しい

かを、独断と偏見で述べてみたい。

二十歳の時

二十歳のとき、 2カ月間の夏休みを利用して、

アメリカをロサンジェルスからニューヨークまで

パスで横断する旅をした。今から20年前のことだ。

はじめての異国で、見るもの聞くもの全てが刺激

的、魅惑的、そして衝撃的だ、った。アジアからや

って来た見ず知らずの学生を、家族同然に受け入

れてくれたホームステイ先のおじさん、おばさん

達の好意は忘れられない。私のその後の生き方に

少なからぬ影響を与えた人達だ、った。が、それ以

上に忘れられないのは、大都会のみならず、それ

ほど大きくない田舎町でも、博物館、美術館、図

書館といった文化教養施設が充実していたことだ。

世間では、この前年にエズラ・ヴォーゲ、ル博士が

著した『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という

本が話題になり、経済大国ニッポンの皆さんが天

狗になっていたような時期だ、った。が、日本人の

私には、アメリカに本当の金持ちと成金・成り上

がりの違いを見せつけられたような気がした。実

用的で、自に見えるものにのみお金をつぎ込むの

ではなく、人を育てるもの、すぐには成果が見て

取れないものに惜しみなくお金を使えるところに、

真の大国の余裕を感じさせられた。また、いくつ

もの大学を見て回る機会があったが、そこでも日

本の大学との違いを見せつけられた。学内の美術

館、博物館、劇場、コンサートホール、速記や速

読を教えるセンターなどの諸施設がうらやましか

った。そして中でも、最も大きな日米の大学の違

いを感じたのは、図書館においてであった。大き

な有名大学の図書館ともなると、その蔵書数には

圧倒されるものがあった。まさに「衝撃」だ、った。

「ここに来ればなんでも調べられる」と感じさせ

るものがあった。思わず、 「こういうところでい

つの日か勉強してみたい」と、自分の頭の悪さを

棚に上げて、心の中でつぶやいた。そして、館内

資料のことなら何を尋ねても瞬時に的確な答えが

返ってくる司書達の有能ぶりにも舌を巻いた。

「フ。ロだなー」と感じさせられた。また、大学院

生専用の机が館内にあるところも多く、館内での

学習に配慮されていることがうらやましかった。

概して、アメリカの大学の図書館は、その大学

の中心的な存在だと感じさせられた。大きな大学

の図書館だけでなく、小さな大学の図書館もそれ

なりに、学内の知の中心的存在として君臨してい
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るという感じだ、った。図書館が「附属」施設とい

うよりも、図書館が大学の中心で、研究室や教室

棟の方が附属的にその周りに散らばって存在する、

というふうに見えた。

その当時、私は熊本大学の 3年生であったが、

正直に言って、熊本大学附属図書館には何の魅力

も感じていなかった。専門書の類は、各学部の書

庫・研究室に分散しており、附属図書館中央館に

はほとんどなかったので、専門的な事を調べに行

く場所で、はなかった。利用すると言えば、せいぜい、

空いた時間に新聞や雑誌を読みに立ち寄るか、学

外コピーの依頼等でカウンターに行くくらいた、っ

た。冷暖房が利いているので、試験期に、自分の

教科書を持って（資料を見に行くのではなく、場

所を利用するためだけに）行ったが、 幾人もで一

つのテーブルを使うので、気が散って仕方なかった。

熊本大学は旧五高で、例えば、国の重要文化財に

も指定されている赤レンガの校舎には、その昔そ

こで、教鞭を取った夏目激石や小泉八雲の講義を紡

併とさせる雰囲気はあった。が、附属図書館はお

粗末だった。もちろん私にも母校愛はあるし、年

齢と共にそれは深まる。が、まだ生意気盛りだ、っ

た当時の私は、伝統にあぐらをかいた文化の過疎

地に幽閉されているような気分になって、 「し1く

ら伝統があっても、図書館が貧弱ならその大学は

三流で、逆に、伝統はそれほどなくても、図書館

が立派ならその大学は一流だ。つまり、図書館が

大学の質のバロメーターだ」という具合に結論づ

けたりもした。 （その後も、いろいろな大学を見

てきたが、図書館が大学の質のバロメーターとい

う結論は揺らいでいなし＇ o ) 

筑波大学時代

大学院時代は筑波で学んだ。文芸・言語研究科

の言語学専攻（主専攻英語学）という学科に所属

したが、院生に与えられた部屋には、テーブルと

椅子と黒板と論文のコピー等を収納する保管庫く

らいしかなく、実に殺風景な空間だ、った（晴れた

日には窓から遠く西の空に浮かぶ富士山が見える

という取り柄はあったが・・・・ー） 。本など l冊もな

かった。そこの財産と言えば、研究者の卵達の活

発な議論だけだ、ったし、またそれが私には何より

だ、った。 しかし、附属図書館はちょっと違った。
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人工的でどこか冷たい雰囲気の漂う学内にあっ

て、中央図書館は私には格別な存在だ、った。とに

かく 大好きで、毎日のように中央図書館に通っ

た。図書館に「棲む」と言ってもよい感じの時期

もあった。何がそれほど魅力的だったかと言う

と、筑波大学の図書館は、徹底したコ ンビュータ

化で資料の所在が迅速かつ明確に分かつたし、図

書資料のいわゆる集中管理体制（昨年度末の数字

で言う と、中央図書館に1,692,358冊、三つの分

館まで含めると2,075,931冊が集中管理されてい

る）と全面開架方式によってとても利用しやすか

ったことだ。集中管理のおかげで、他大学ならば

教官研究室にしかないような専門書・専門雑誌

を、学生も自由に手に取ることができた。貧乏学

生には本当にあり がたかった。研究学園韮亙と呼

ばれる筑波も、当時はまだ「つくば市」ではな

く、 「新治郡桜村Jだ、ったし、書店に関して言え

ばしっかり田舎だ、った（東京にはすぐに出られる

距離ではあったが・・・…・） 。しかし、図書館に行け

ば、そこにどっさり文献は揃っていた。また、大

学院生は、カウンターで鍵を借りて、 1週間単位

で館内の（たたみで言えば 2、 3畳の）研究個室

を借りることができた。次の予約が入っていなけ

れば、同じ個室を続けて 2週間使うこともでき

た。この個室が中央図書館内に58部屋もあった。

文献がどっさりあって、他の人に邪魔されない自

分だけの勉強空間を館内に確保できることは実に

ありがたかった。筑波大学を進学先に選んだの

は、自分のやりたかった分野の教授障が優れてい

たからで、図書館で選んだわけではもちろんなか

った。が、その図書館が以前アメリカで見て憧れ

たものに近かったことは、とても満たされた気持

ちにさせて くれた（他には不満や奇異に感じる点

は種々あったのだが）。

集中管理がなされているということは、裏を返

せば、学系資料室や教官研究室には本があまりな

いということになる。実際、筑波大学では（学系

予算で購入した図書の）教官特別貸出が100冊ま

で（貸出期間は 1年で、更新可）で、それに貸出

期間 3週間の一般貸出が30冊までなので、 2種類

の貸出を併用しても、一人の先生の研究室に130

冊以上の公費購入の本が置かれることはなかっ

た。上限がたったの130冊である。これこそが学



生には非常にありがたい筑波大学の英断であっ

た。山口大学に赴任してまだ（もう？ ) 14年目の

私の研究室であっても、個人研究費等の公費で購

入した専門書や辞書は優に1000冊を越えている

し、また、いやしくも文系の研究者なら、研究室

でも自宅でも壁に天井まで（ときには床にも）本

がびっしり並んでいて当然だ、いや、そうあるべ

きだと思う。 「（文系の人間にとっては）本に固

まれた環境が大切で、全部読めるわけではなくて

も、背表紙を見るだけでも違うし、いい本は今読

まなくてもいつか読むときが来るかもしれなし＼か

ら、ひもじい思いをしてでも、とにかく多くの書

物を得るようにしなさい。そうでなければ一流に

はなれない」と私の言語学の最初の師匠は説い

た。そうしたことからすると、筑波大学附属図書

館の集中管理・貸出方式と研究室の閑散とした感

じは、特異なことのようにも見えた。が、大学院

生の多いリサーチ・ユニバーシティーならではの

文献の有効利用法だったのかもしれない。

カリフオルニアの思い出

34, 5歳のときに、カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校（UCSC）の言語学研究センターのリサー

チ・フエローとして過ごす機会があった。私に与

えられた研究室は、言語学や社会学の教官の研究

室が集まったスティーブンソン・カレッジという

木造 2階建ての建物の一室だ、った。海洋生物の宝

庫として知られるモントレー湾を眼下に望む高台

に、アメリカ杉の巨木に固まれて建つ、山小屋の

ようなカレッジだ、った。ロケーションとしては最

高だ、った。が、一つの研究室の広さは10rrf程度と

狭く （もちろん他の先生達の研究室も同じ大きさ

だ、った）、壁も薄くて声は隣に筒抜けだったし、

歩くと床はきしんだ。机と椅子とキャビネットを

置くだけで部屋がほぼ一杯になり、本棚は壁に作

り付けの小さなものがあるだけだった（研究は広

い自宅で行い、大学のオフィスはオフィス・ア

ワーに学生の指導をしたり、事務的な仕事をする

場としか捉えてなくて、本や雑誌はほんの少しし

か置いていない先生も多かった）。研究室だけで

言えば、山口大学の研究室の方がはるかに広くて

立派だ。しかし、図書館は別格だ、った。広大なキ

ャンパスのほぼ中央、野生の鹿やリスが住む森の
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中に堂々とそびえ立つ、学内で一番立派な建物

が、主に人文・社会科学関係の図書を集中管理し

ているマッケンリー・ライブラリー（以下M L）だ

った（自然科学関係の図書は、もう一つの図書館

サイエンス・ライブラリーに所蔵されていた）。

私は、自分の専門分野の文献であれば海外（と言

っても英語圏だけだが）で出版されたものもほと

んど知っているようなつもりでいた。が、 MLに

行くと、自分の知っていた文献がいかにほんの少

しでしかなかったかを思い知らされた。 「こんな

本もあったのか」と図書館では発見と興奮の連続

であった。派手な理論書ばかりでなく、地道なフ

ィールドワークによって収集されたネイティブ・

アメリカンの言語に関する資料集なども実に多い

ところが、アメリカの大学の図書館らしかった。

この図書を、教官は l年単位で借りることができ

た（年度末に確認書が送られてきて、返却手続き

を取らなければ、次年度も自動的に更新される。

冊数制限は特になかったように思う。が、だから

といってがめつく独り占めするような人はいず、

私が一番多く借り出しているくらいだった）。た

だし、他の人から借用依頼が入ると、 e-mailで、連

絡が来て、指定された期日までに当該の本を図書

館に返却する必要があった。

M Lで感心することは多々あったが、その一つ

が、背に貼られたラベルの記号・番号の順に図書

が並んでないことがまずないことだ、った。各書架

には、赤く塗られた返本専用棚が l段ずつあっ

て、館内で利用した図書は（たとえどこから抜い

たのかが分かつていても）必ずそこに返さなくて

はならなかった。しかも、その返本専用棚は、角

度と幅を微妙に変えて、本が横置きになるように

していたので、返本されたものであることがすぐ

に分かつた。ただの返本台では、いろいろな書架

の本が無責任に放置されて収拾がつかなくなる

が、 MLでは、記号を頼りに元の書架の返本専用

棚に戻すまでを利用者のモラルとし、その後の何

段目の何番目に戻すかは、定期的に巡回する館員

の手によっていた。だから、空いたところに本が

適当に詰め込まれて順番がめちゃくちゃというこ

とは、利用者が多くてもなかった。それから、開

館時間（サービスの行われている時間の意）が長

いことも非常にありがたかった。週末の金・土は
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少し閉館時聞が早かった（と言っても、学習用

ホールは夜の11時まで開いていた）が、それ以外

の曜日は夜中の11時45分まで開館していた（月曜

日からの1週間の戦い（勉強）に備えなくてはな

らないので、当然日曜日もである）。しかし、そ

れほど遅くまで、残って勉強しては、森に埋もれた

ようなキャンパスでは帰りが不安になる。が、

ucscは特に性犯罪防止にはとても神経とお金を使

っている大学で、様々な工夫がなされていた。そ

の一つがキャンパス・シャトルパスによる学生の

送迎だ、った。パス通学の学生が多かったが、夜の

12時近くともなると、キャンパス内を走る市営ノ〈

スはもうない。そこで、終電ならぬ終バスの後

は、キャンパス・シャトルパスが、市営ノ〈スの代

わりをし、図書館前等でピックアップした学生達

を自宅近くまで送り届けるようにしていた。

館内での図書館員達のサービスも実にありがた

かったし、プロの誇りを感じさせられた。ある

時、フィリピンの研究者が書いた本を読んでいて

知った、 1930年代にフィリピンで発行された雑誌

の一つの記事をどうしても読みたくなった。 （自

分の試みた様々な検索の範囲ではヒットしなかっ

たので）たぶん無理だよねという気持ちで館員の

一人に話したら、 「地球上に存在するなら何とか

なると思いますよ」というユーモア混じりの答え

がにこやかに返ってきた。そして数週間後に、私

のメールボックスにその記事のコピーが入ってい

た。専門家にとっては大したことではなくても、

私にはどんなルートで取り寄せたのだろうと不思

議なくらいだ、った。申し訳なくて代金のことを尋

ねても、返事は「あなたはスタッフの一人だから

もちろん無料よ」だ、った。こういうことがしばし

ばあり、図書館員達には本当に感謝した。それか

ら、 ML利用のオリエンテーションが充実してい

た点もありがたかった。 （アメリカの大学では、

生え抜きの院生の方が少なし＼からかもしれない

が、）大学院の授業でも、最初は図書館利用のオ

リエンテーションに当てることがよくあった。担

当教官と図書館員が共同で、授業でかくかくしか

じかの課題が出た場合には図書館のこういった資

料やサービスを利用するとよい、といった具体的

で詳細な説明が館内でなされた。図書館をし 1かに

上手く使いこなすかが、成績を左右すると言って

もよかった。また、予約を入れておけば、アルバ

イトの大学院生に館内の利用案内をごく少人数で

してもらえるサービスもあり、年度の最初に新入

生対象にまとめて行うオリエンテーションなどと

は一味違っていた。

私には、 MLだけでも十分すぎる文献が揃って

いた。が、 ucscは1965年開校の新しい大学であっ

たので、他の古くからある大学に比べると、文献

の充実度はやはり落ちた。それを補うためにあっ

たものの一つが、 （日本でもおなじみの）他の大

学図書館との文献の相互貸借制度だ、った。 ML用

の検索システムを使うと、カリフォルニア大学の

他の 8校やスタンフォード大学の図書館の蔵書状

況も同時に表示されるようになっていた。そし

て、もう一つが、 jitneyserviceという小型乗り

合いパスによる大学図書館聞の送迎サービスであ

った。具体的には、 ucscから、カリフォルニア大

学の本部があり、ノーベル賞学者も多く輩出し、

刺激もいっぱい危険もいっぱいで、そして図書館

が非常に立派なバークレー校（UCB）まで、前日の

午後 4時までに予約しておけば、図書館のパスが

送迎してくれた。片道 2時間程かかる距離だ、った

が、より文献が充実しているUCBの図書館で 1日

過ごすために、多くの人が利用していた。

最後に、 MLで、印象的だ、ったことをもう一つ挙

げると、副学長（ViceChancellor）の一人（残念

ながら詳しい担当業務までは記憶していないが、

学内における地位がNumber3だ、ったことははっき

り覚えている）のオフィスがML内にあったこと

だ。図書館が、学内政治的にも、重要視され、発

言力を持ち、また、 トップの人達にも、図書館の

実態や、そこに何が必要かが、よく分かる体制に

なっていたのだろうと思う。

以上自らの経験と感想をとりとめない駄文で綴

ってみたが、私よりは、多くの、そして立派な図

書館を経験された方々も多いだろう。図書館関係

の委員であるなしにかかわらず、山口大学の附属

図書館がよりよくなるためのヒントや提言が、多

くの方から寄せられることを願っている。拙稿は

その一例と思って頂ければ幸いである。

一次号へつづく－

（人文学部助教授）
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平成 12年度利用ガイダンス（4～8月）

【本館】

0 24時間利用ガイダンス 0. 5時間

対象：個人（教官・院生） 32名

日程：毎週火曜日

内容：館内の説明及び入退館実習

0 図書館ガイダンス（図書館ツアー） 1時間

対象：講座 11講座 311名

日手呈： 4月20日より 7日間

内容：図書館施設紹介・利用方法

及びOPAC・情報ラウンジ利用説明

。文献検索講習会 2時間

対象：個人（教官・院生） 28名

講座 1 12名

目手呈： 6月 8日より 6日間

内容： Inside-WEB・雑誌記事索引

Web-CAT等

0 情報ラウンジ説明会 1. 5時間

対象：個人（学生） 41名

日平呈： 4月21日より 6日間

内容：情報ラウンジ端末操作方法・ WWW

ブラウザ利用方法・OP A  C・メール・

サーチエンジンの利用方法等

【工学部分館】

0 24時間利用ガイダンス 0. 5時間

対象：個人（教官・院生） 33名

日程：随時

内容：館内の説明及び実際の入退館実習

O 文献検索講習会 2時間

対象：個人（教官・院生） 90名

日平呈： 6月 5日より 10日間

内容： Insid -WEB • CAonCD • Web-CAT等

【医学部分館】

0 24時間利用ガイダンス 0. 5時間

対象：個人 279名

目程：毎週 l回

内容：パワーポイントでの入退館解説及び

実習

O 文献検索講習会 2時間

対象：個人（院生・学生） 160名

日程： 4月12日及び 6月28日

内容： MEDLINE(journals@ovid) 

医中誌・ OPAC 

O 文献検索講習会（医療短期大学） 1時間

対象：個人（学生） 80名

日手呈： 4月24日

内容：医中誌・ OPAC 

Oオンラインジャーナルガイダンス 2時間

対象：個人（教官・院生） 30名

日程： 9月 7日

内容： OvidOnline 
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「個性が輝く・知的存在感のある

大学図書館」を求めて
自己点検・評価を通して一一一

附属図書館事務部長竹若重勝

はじめに

各大学では21世紀の大学像を目指した大学改革

が、現在も積極的に進められている。その際の指

南役としての役目を果たしていると思われるの

が、次の二つの答申である。一つは、 1998（平成

10）年10月の大学審議会答申であり、二つは、 1999

（平成11）年 6月の学術審議会答申である。この二

つの答申の標題に使われていることばから、 「個

性が輝く・知的存在感のある大学図書館」を大学

図書館の将来像を表すキーワードとしたいと考

え、本稿のタイトルにも使うことにした。 「個性

が輝く」とは、本学附属図書館を利用する学内外

の人々のニーズにで、きるだ、け適った“特色ある図

書館づくり”に結びつくものであり、次の「知的

存在感のある」とは、名実相伴う“知の殿堂”と

して、正に21世紀初頭に求められている「知」の

再構築に沿ったものでなければならないと思う。

大学改革の一環として行われている自己点検・

評価は、大学の教育研究活動だけではなく、 図書

館活動についても常に適切に実施されねばならな

い。図書館業務に就いて 4年目の私には、荷が重

すぎるが、自己点検・評価に関して述べてみたい。

1 .大学改革と自己点検・評価

そもそも大学改革のきっかけのーっとなったの

は、今から遡ること 10年近く前の1991（平成 3）年

の大学設置基準等の改正であった。それまでの各

大学への規制条項が大幅に緩和されるとともに、

大学の教育研究の活性化を図ることとされた。こ

のことに伴って、各大学には自己点検・評価シス

テムの導入が求められたのである。

こうした中で、 1992（平成 4）年大学基準協会は、

自己点検・評価の客観性と妥当性を高めることを

ねらいとした「大学の自己点検・評価の手引き」

を発行した（附属図書館関係の項目もある）。こ

の手引きのくはしがき＞には、 「－－－－－－大学は不断
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に教育研究活動等の現状を把握し、点検し、評価

し、それに基づいてそれぞれの大学とその大学の

教育の改善、改革を行うことが必要である。それ

が大学の自 己点検・評価である」とあり、自己点

検・評価の目的を明らかにしている。

2. 第三者機関による「大学評価」の時代へ

現在では、恐らく国公私立大学の90%以上が自

己点検・評価を行い、その内約70%の大学では報

告書等を公表しているものと予想される。大学審

議会答申によれば、自己点検・評価を、社会

変化等に対応しつつ充実した内容にするためには、

少なくとも 4年毎に実施することが望ましいとし

ている。また問答申は、現在実施されている自己

点検・評価の問題点として次のことを掲げている。

①学内に評価の専門家がいなし1、②他の大学と

の比較ができていない、③実態での改革が先に進

み評価が後付けになっている、④社会や産業の

ニーズに合った評価がなされていない、⑤評価の

結果や存在が学内で知らされていなし、、⑥評価の

在り方が形骸化している、⑦点検・評価の技術に

進歩が見られない等々。

このような批判も出たことから、第三者機関に

よる大学評価の必要性が叫ばれたのである。本年

4月に、既存の学位授与機構を再編して、 「大学

評価・学位授与機構」が発足した。この第三者機

関を国の機関とするか、民間の機関とするかの論

議が学識経験者を中心にしてあったふうに聞いて

いる。ところで、この第三者機関による教育研究

の評価（社会貢献等も項目に入っているようだ）

が、国立大学の予算配分の際の参考資料の一部と

なるということであるが、そうなれば、国立大学

は、各々生き残りをかけた競争時代に突入するこ

ととなる。ましてや、今いわれている国立大学の

独立行政法人化が現実に起こるとなれば（その場

合は、 2004（平成16）年度といわれている）、大学

コ~



間競争（学部間競争も起こりうる）は一段と加速

度化するであろう。

3. 大学図書館の使命・役割

国立学校設置法第 6条に、 「国立大学に附属図

書館を置く」とある。大学設置基準（文部省令第

28号、昭和31年10月22日公布）が、平成3年 7月

に改正となり、附属図書館関係についても大綱化

が図られた。社会の変化と利用者のニーズに一層

即応した内容となった。大学設置基準のほか、大

学図書館の管理運営に係わる指針といえば、官頭

の二つの答申やそれ以外の建議・答申等がある

が、自己点検・評価を実施する場合には、これら

に記されている事柄にも十分留意しなければなら

ない。

このような国の施策上の視点から、次はややア

カデミックな視点に立って述べてみたい。

ピアス・パトラー（1886-1953）は、その労作

『図書館学序説』（1933）で、 「……図書は、人類

の記憶を保持する一つの社会的メカニズムであ

り、図書館とは、これ［人類の記憶］を現に生活

している人びとの意識に移すーっの社会的装置で、

ある」と述べ、図書・図書館の本質を簡潔に言い

表している。このことに関して、また森耕一氏

（大阪市立中央図書館長、京都大学教授を歴任）

は、その著書『図書館の話』（1966）で、もう少し

分かりやすく、 「図書は、そこに記録された知識

を人びとに伝達し、普及するという役割をもって

います。こういう図書の存在と使命の達成を、社

会的に半恒久的に保障しようとする施設が図書館

です。図書をして、その使命をより完全に達成さ

せること、いし1かえれば、知識の体系的な蓄積、

その伝達と普及、そこに図書館の目的がある」と

述べている。

図書館の種類として、公共、学校、大学、専門

があるが、この内大学図書館の歴史が一番古い。

大学で図書と図書館が重視されるのはごく当たり

前のことといわれているが、それは残念ながら外

国での話のようである。アメリカでは大学図書館

は大学の“心臓”と言われている。これに類する

警えとして、ほかに“顔” “へそ”とかを私は耳

にすることがある。本来大学図書館とは、大学の

教育研究活動を支援する中枢的機関であるところ
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からすれば、もっともなことであるはずである。

すべてにわたって、現実とのギャップは大きく、

ここに、我々図書館職員の苦悩があるといえる。

日本でも、戦前までは、大学図書館の図書館活動

は最も充実していた時期であり、図書館界をリー

ドしていたといわれている。それが戦後になって、

公共図書館にその地位を譲ってしまった。特に開

架制、レファレンスにおいて、遅れをとっていた。

しかし、 1980年頃になって、日本学術会議の方

で、 「大学図書館の近代化」の問題が取り上げら

れたことを契機に、改善・改革が急速に進んだと

いう。

今年度本学附属図書館において取り組んでいる

課題の一つは、学生用図書購入費に、どのくらい

の予算が充てられてしかるべきか、である。本学

は今年度、学内共通経費配分方式を変更したが、

これに併せて附属図書館では、大学審議会答申で

も触れている「学生の学習環境の整備」の一環と

して、学生用図書購入費の財源を、従来のように

予算配分後各学部から拠出してもらうのではな

く、各学部への予算配分前に、全学的視点から当

初に予算措置してもらうよう増額要求とともに強

く訴えているところである。

また、図書館の施設やサービスの面について

も、もっと学生の立場にたって考え直すべきでは

なかろうか。研究費による購入図書は、ほとんど

が図書館に置かれずに研究室に蓄積されており、

図書資料は大切にされるものの、図書館機能は必

ずしも充分活用されていないのが大方の実情であ

る。もちろん、これらの背景には、経費不足のほ

かに、図書館職員の資質、教官と図書館職員との

信頼関係、建物スペース狭駐等々の事情があるこ

とは、見逃してはならない。

一方、高度情報化社会、 IT （情報技術）革命

の到来で、図書館職員は情報のプロとしてどの程

度、利用者のニーズに応えられているのか。国及

び地方公共団体の厳しい財政事情等により図書購

入経費が抑制乃至削減される状況であっても、図

書館はいつにも増して社会から重要視されるとい

う逆説的な見方もある。基準や答申等でうたわれ

ている内容とは異なる、このような図書館専門家

等の声も傾聴に値する。
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4. 大学図書館の自己点検・評価

1992 （平成 4）年 6月に、帯広畜産大学で開かれ

た第39回国立大学図書館協議会において、大学図

書館の自己点検・評価について、多くの議論がな

されたという。これが契機となって、自己点検・

評価の指針づくりがなされ、それが1993（平成 5) 

年 3月、 「国立大学図書館における自己点検・評

価についてーよりよき実施に向けての提言

一」 （国立大学図書館協議会自己評価基準検討委

員会）の形で結実したものである。

これから、大学図書館の自己点検・評価を行お

うとする場合に、森茜氏（前筑波大学図書館部

長、現図書館情報大学事務局長）の『大学図書館

研究』第50号（1996）に掲載の論文は、大学図書館

が独自で実施している自己点検・評価の報告書に

対する講評と、実施に当たって留意すべき重要な

点検・評価項目について記述されており、多くの

示唆を与えてくれる。

本学附属図書館では、 1993（平成 5）年5月に、

自己点検・評価の実施に関する全学の組織化に併

せて、山口大学附属図書館自己点検評価委員会要

項を定め、全学的な自己点検・評価の動きに対応

してきた。是非とも附属図書館独自の自己点検・

評価を行うべきだとしづ意見が、昨年の附属図書

館運営委員会で出されたことにより、本年 6月、

附属図書館自己点検評価委員会の下に、小委員会

を設けた。この少し前の 4月末には、附属図書館

自己点検評価実施事務検討会を設けて、これまで

に4回打合わせを開き、点検・評価項目（外部評

価、アンケート調査に関する項目も含む）及び具

体的実施方法等について検討してきた。年度内に

は内部評価を終え、来年度には外部評価を行い報

告書を発行する予定である。

おわりに

初めての附属図書館独自の自己点検・評価を実

施するに当たっては、関係教官の積極的な協力を

仰ぐことは勿論、事務サイドの熱意にも大いに期

f寺したい。

かのピータ・ F・ドラッカー（アメリカの経営

学者）が『現代の経営』（1954）の中で強調した

「目標管理」の考えからすると、組織構成員が自

己の目標と組織全体の目標の設定に参加 し、目標
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実現に向かつて努め、その成果に対して自己評価

を行い、また次の目標設定に活かすというように

くりかえしていけば、業務改善が期待できるとい

う。同時に組織構成員の士気（モラーノレ）を高め、

動機づけを与える効果があるといわれている。そ

の意味で事務職員からなる事務検討会を設けて、

その場で、図書館活動の改善について十分論議を尽

くすことの意義は大きい。

自己点検・評価と長期計画（将来計画）につい

ては、森茜氏の前記論文でも、他大学で行われ

ている自己点検・評価には、業務についてのチェ

ックリスト的な側面が多く、総合的な観点からの

長期計画に関することは、やはり場を変えて策定

検討されるべきではなし＼かとしている。本学附属

図書館でも、この辺のことが運営委員会で論議さ

れたが、結局、自己点検評価小委員会と将来計画

検討委員会とを別々に設けることとした。なお、

将来計画検討委員会では、専決事項のほかに自己

点検・評価に関する事項で更に同委員会に引き継

がれて検討される場合もありうるとしている。

最後に実りある自己点検・評価ができあがるこ

とを祈ってこの稿を終えることとしたい。
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附属図書館整備充実計画の取り組み（平成 11～12年度）

－将来計画検討委員会の設置

組 織 機 構 －自己点検・評価の実施体制強化

－情報公開に係わる体制の整備

• MEDLINEのWeb検索サービス開始（平11)

• Inside Webの検索サービス開始（平11)（工）

• JCRのネットワークサービス開始（平11)
図

研 究
• Inside Webの検索サービスを全学へ配信

• CINAHLのWeb検索サービス開始（医）

－電子ジャーナルの整備充実

－情報ネットワークサービスの整備計画策定（二次資料）

－大型コレクション，自然科学系特別図書の整備計画策定

－学生用図書購入費（学部自主分担）の新設（平11)（本）

－医学中央雑誌等のネットワークサービス開始（DLS) （平11) （医）

書 学 習 －学生用図書の充実（学長裁量経費）

－学生用図書資料整備計画の策定

－電子化資料整備計画の策定

－電子計算機リプレース（NECLI CSU UXII）により機能強化（平11)

－端末の増設に伴う電子情報アクセスエリアの拡充（情報ラウンジの設置）（平11)

－目録データ遡及入力の推進

－情報ラウンジの活用と利用者ガイダンスの強化

館 電 子
・デ、ジタル概要、図書館活動情報データベースの作成と公開

－林家文書データベース化計画の策定

・東亜経済文献画像データベース化計画の策定

－貸出・返却業務の自動化（工）

・DD  S導入計画の策定

・デ、ジタルミュージアムの導入計画策定

－タトルァープ ・バーコー ドの貼付（平11)

保 存
－図書館資料の不用決定（本）

機 －収蔵スペースの増強計画策定（本、医）

－研究室貸出図書の点検（工）

• 24時間開館の開始（平11) （医、工）

－日曜開館の拡大実施（平11) 

・一般市民へ図書貸出開始（平11)（工）

－時間外・休日開館の推進

総 ム口、 －インターネット広報活動の促進

能 －図書館利用案内ソフトの充実

－山口県社会科学系 5大学図書館相互利用の実施

－山口県域総合目録システム検討委員会への参画

・本・分館収支予算決算書様式の統一化

－自動入退館管理システム導入（平11)

－自動貸出システム（PSC）導入（平11) （本、医）

－電動集密書架の整備（平11)（医）

• CD-ROMデータベースサーバ（DLS）の導入（平11) （医）

－ブラウジング、コーナー改修、情報コンセント整備（平11) （医）

施設 設備
• 24時間開館開始により機械警備導入（平11) （医、工）

・旧館屋上防水工事（本）

－身障者用エレベーターの設置計画策定（本）

－図書館改修及びバックナンバーセンター設置計画の策定（本）

－空調設備改修計画の策定（工、医）

－図書館増築計画の策定（医）

－電動集密書架の整備計画策定（本、医）

－目録システム地域講習会（学術情報センター）の実施（平11)

事 業 • I L L地域講習会（国立情報学研究所）の実施

・学術講演会の実施（継続）

－目録システム地域講習会（ 2名）（平11)

要 員 研 ｛寧
－情報ネットワーク担当職員研修（ 1名）（平11)

－図書館等職員著作権実務講習会（ 3名）

• I L Lシステム地域講習会（ 6名）

－附属図書館利用細則改正（平11) （医、工）

－附属図書館特別利用に関する要項の制定（平11)（医、工）

規程・その他 －附属図書館将来計画検討委員会要項の制定

－附属図書館自己点検・評価小委員会要項の制定

－附属図書館広報委員会関係要項の改正

~』
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附属図書館業務統計（平成7～11年度）
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0 入館状況
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情報ラウンジ盛況

平成11年度図書館業務システムの更新に伴い、

本館30台、医学部分館15台、工学部各館20台のネ

ットワークパソコンを導入しました。 これを機

に、学長裁量経費により各館ともアメニティを配

慮、した電子情報アクセスエリアを新設しました。

インターネ ット、蔵書検索、各種データベース検

索、電子メール等が活用でき、連日多数の利用者

で活況を呈しています。12年度は本館、 分館とも

に、この情報ラウンジを活用して、各種利用講習

会を開催しています（本誌記事参照） 。

自動貸出装置本格稼動

一本館・医学部分館一

本館、医学部分館ともそれぞれ開架閲覧室の図

書約 8万冊が自動貸出できるようになり、利用者

の反響も大変好評です。医学部分館では24時間開

館の必須アイテムとしても活用されています。と

くに、利用者のプライバシーが保護され、カウン

ターでの待ち時間が解消されました。

業務用電算機システム機能強化

平成12年 1月、電算機システムを更新し、新目

録・相互貸借システム電子メールによる文献複写

12 

受付・図書購入申込み等の業務を開始しました。

Inside Webを全学ネットでサービス

全学的なネッ トワーク情報検索サービス充実の

一環として、英国国立図書館（British Library）の

提供する文献検索サービスを、 4月から開始しま

した。

大型コレクシヨンAsianStudies導入

平成11年度文部省配分による本資料は、第二次

世界大戦から現在に至る戦後期の国際関係、地域

研究に関するアメリカ政府機関による資料集成で

す。内容は、米国戦略情報局（oss）、国務省機

密文書、米国中央情報局（CIA）調査報告書、国

家安全ホワイトハウス文書、外交・圏内事情特別

調査報告書で，マイクロフィルム230リールの構成

です。国内の所蔵は本学のみです。利用のお問い

合わせは情報サービスへ。

IL L地域講習会開催

8月 3～4日、国立情報学研究所と共催で、 I 

L Lシステム地域講習会を開催しました。今年 1

月に更新した新 IL L対応のシステムによりなが

ら、旧システムとの対比で講義を行いました。

国立大学図書館協議会研究集会発表

去る 6月29日、金沢で開催された本会におい

て、本学から岡田隆情報サービス係長が参加し、

「図書館における電子出版活動」と題して工学部

分館で実施している研究報告のデジタル化や、今

年度館内プロジェクトで取り組んでいるデジタル

概要、図書館活動情報データベース等の発表を行

いました。



山口大学工学部研究報告を電予出版

工学部分館では、工学部研究報告の編集・発行

事務を担当してきました。平成11年度から冊子体

の発行を止め、ネットワークで公開する電子出版

へ移行しました。同時に CD-ROM版の作成も行

い、毎年 3月に累積CD-ROMを発行しています。

URL=http :// donald. lib-e. yamaguchi-u.ac.jp/hokoku/ 
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視聴覚機器システム導入

一工学部分館一

平成11年度文部省配分により、工学部分館にネ

ットワークを活用した視聴覚システムを導入しま

した。これにより放送大学の放送を見たり音楽や

ビデオ映像を鑑賞できるようになりました。シス

テム構築にあたり、総合情報処理センターの協力

を得て各種サーバをセンター内に設置、全学への

サービス提供も可能になりました。

山口大学附属図書館報 NO. 62 

CD-ROMサーバシステム導入

一医学部分館－

CD-ROM形態のデータベースを学内LANを通し

て検索できるシステム（DLS）を寄付金により導

入し医中誌をはじめ各種データベースの提供を開

始し、活用されています。

電動集密書架の導入

－医学部分館一

医学部内の理解を得て、 10年度末電子電動集密

書架を導入しました。床積みされていた利用度の

高い外国雑誌パックナンバーが書架に整理され、

利用者にスムーズに提供できるように改善されま

した。

本学関係教官著作寄贈図書

寄贈者

・岩部浩三（人文学部）

・辻 正二（人文学部）

・綴瀬 厚（人文学部）

・木村武史（人文学部）

・井上三朗（人文学部）

・田頭昭二（理学部）

・三室 守（理学部）

・田遺敏明（教育学部）

・林 徳治（教育学部）

・吉村 弘（経済学部）

・谷光太郎（経済学部）

・渡辺幹雄（経済学部）

・神谷 晃（医学部）

・深川ゆかり（医学部）

著者名

稲田俊明［ほか］編集

辻正二著

繍瀬厚著

木村武史著

井上三朗［ほか］編

田頭昭二［ほか］著

三室守担当編集委員

田漫敏明著

林徳治編著

吉村弘著

谷光太郎著

渡遺幹夫著

神谷晃監修

深川｜ゆかり共著

書 名

言語研究の潮流：山本和之教授退官記念論文集

高齢者ラベリングの社会学

周辺事態法：新たな地域総動員・有事法制の時代

北米先住民ホティノ ンションーニ神話の研究

フランスわが愛

分析化学：検出・濃縮・分離法

電子と生命

比日食から学ぶ心理学：心理学理論の新しい見方

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術

最適都市規模と市町村合併

米軍提督と太平洋戦争：世界最強海軍のルーツ

リチヤード・ローティ：ポストモダンの魔術師

ロールズ正義論の行方増補新装版

患者さんに伝える注射薬情報

産祷・新生児
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平成 12年度 附属図書館各種委員会名簿

運営委員会

。小嶋直哉（館 長）

中村和行（医学部分館長）

田中 正吾（工学部分館長）

加藤和哉（人文学部）

太田 聡（人文学部）

吉村 誠（教育学部）

津本 章（教 育学 部）

塚田 広 人（経済学部）

有田 謙 司（経済学部）

富 岡憲治（理学部）

本館図書委員会

。小嶋直哉（館 長）

加藤和哉（人文学部）

太田 聡（人文学部）

吉村 誠（教育学部）

津本 章（教 育 学 部 ）

塚 田広 人（経済学部）

本館資料選定委員会

。早崎峯夫（農学部）

太田 聡（人文学部）

津本 章（ 教 育 学 部 ）

有田 謙司（経済学部）

富岡憲治（理学部）

医学部分館図書委員会

。中村和行（分館長）

佐々木功典（基礎系）

木村佳弘（基礎系）

三浦保範（理

原田規章（医

浜本義彦（工

早崎峯夫（農

学部）

学部）

学部）

学部）

山田守（農学部）

森松光紀（附属病院）

東 玲子（医療短大）

有国謙司（経済学部）

富岡憲治（理学部）

三浦保範（理学部）

早崎峯夫（農学部）

山田守（農学部）

竹若重勝（事務部長）

上回 照賀（図書館専門員）

高崎鈴枝（資料受入係）

江見伸子（目録情報係）

首藤真由美（情報サービス係）

宇都宮麻衣（資料サービス係）

鳥谷和世（電子情報係）

森松光紀（臨床系）

奥屋茂（臨床系）

東 玲子（医療短大）

工学部分館図書・研究報告委員会

。田中正吾（分 館長） 山田陽一 （ 電 気 電 子 ）

浜本義彦（運営委員） 清水健治（知能情報）

藤井文武（機 械） 吉野真（機 能材 料）

大佐々邦久（応用化学） 田淵義彦（感性デザイン）

榊原弘之（社会建設） 岡田真理（共通講座）

14 

。は委員長

図書館情報システム化推進委員会

。竹若重勝（事務部長）

中野美智子（情報管理課長）

小早川良規（情報サービス課長）

上田照賀（図書館専門員）

藤井良雄（総務係長）

三浦博士（資料受入係長）

江見伸子（目録情報係長）

岩戸友行（資料サービス係長）

岡田 隆（情報サービス係長）

渡部哲夫（電子情報係長）

吉光紀行（医：情報管理係長）

藤本 房枝（医：情報サービス係長）

赤間篤彦（工：情報管理係長）

松本美智子（工：情報サービス係長）

システム業務部会

。小早川良規（情報サービス課長）

上田照賀（図書館専門員）

渡部哲夫（電子情報係長）

三浦博士（資料受入係長）

江見伸子（目録情報係長）

岩戸友行（資料サービス係長）

岡田 隆（情報サービス係長）

吉光紀行（医：情報管理係長）

赤野 徹（工：情報サービス係）

鳥谷和世（電子情報係）

附属図書館広報委員会

。小早川良規（情報サービス課長）

上田照賀（図書館専門員）

高田美栄子（総 務 係）

星井敬子（目録情報係）

中川秀夫（資料受入係）

蔵成 愛子 （資 料サ ービ ス係 ）

岡田 隆（情報サービス係長）

渡部哲夫（電子情報係長）

吉光紀行（医：情報管理係長）

赤野 徹（工：情報サービス係）
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人事異動

12. 3. 31 配置換三好静男医学部分館情報管理係（医学

定年退職矢野正博事務部長 部分館情報サービス係）

百字 職吉岡美香工学部分館情報サービス係 II 田中俊二 医学部分館情報サービス係

12. 4. 1 （情報管理課資料受入係）

採 用 松西加奈世 医学部分館情報サービス係 II 高田美栄子 情報管理課総務係（医学部分

II 幾田 恵子工学部分館情報サービス係 館情報管理係）

配置換竹若重勝事務部長（富山大学附属図書 II 西垣昇治情報管理課資料受入係（医学

館事務部長） 部分館情報管理係）

II 江見伸子情報管理課目録情報係長（情 12. 4. 16～13. 1 . 31 

報サービス課情報サービス係 育児休業杉原繁子医学部分館情報サービス係

長） 12. 7. 31 

II 岡田 隆情報サービス課情報サービス 百字 職幾田恵子工学部分館情報サービス係

係長（情報管理課目録情報係 12. 8. 1 

長） 配置換野原内芳枝工学部分館情報サービス係

II 境 嘉子 医学部分館情報管理係情報管 （情報管理課目録情報係）

理主任（医学部医事課収入係

収入主任）

4ヨ三b』 議

・ 学外 6. 8 山口県域総合目録システム検討委員会

12. 4. 27-28 第48回中国四国大学図書館協議会総会 （於．山口県立図書館）

（於：鳥取大学） 6 28 29 第47回国立大学図書館協議会総会

－各県における大学図書館等協議会の （於．金沢大学）

在り方について －平成12年度事業計画及び予算につい

－高騰する学術雑誌費への対応と電子 て

ジャーナルの導入 －国公私立大学図書館相互貸借に関する

4. 28 第27回国立大学図書館協議会中国四国 協定について

地区協議会（於：鳥取大学） －共通閲覧証の廃止について

－学術情報基盤整備の体制について 6. 29 向上研究集会（岡田隆情報サービス係長

－遡及入力について 発表） 題目・図書館における電子出版

－図書館の財政基盤の確立方策 活動 大学（地域）における情報クリエ

5. 18-19 第71回日本医学図書館協会総会 イティブセンターを目指して

（於－秋田大学） 6. 30 平成12年度山口県図書館協会定期総会

・ 21世紀における医学図書館のピジョ （於－山口県立図書館）

ンと戦略 －事業報告及び事業計画について

－外国雑誌価格高騰への対策 －記念講演「図書館法のめざすところ」

5. 23 平成12年度国立大学附属図書館事務部 7. 13 山口県大学図書館協議会総会 （於：梅光

課長会議（於：東京医科歯科大学） 女学院大学）

－大学図書館の当面する諸問題につい －山口県域総合目録システムについて

て

...... 』 』
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・ 学内

4. 4 第2回ディジタル概要フ。ロジェクト

4. 20 第 l回図書・研究報告委員会（工分館）

4. 21 第 l回本館資料選定委員会

4 26 第90回附属図書館運営委員会

－施設整備長期計画に係る将来構想

－電子化資料・学生用図書資料整備計画

4. 28 第3回ディジタル概要プロジェクト

5. 11 林家文書ディジタル化打合せ

5. 18 第2回本館資料選定委員会

5. 22 システム業務部会

5. 22 第2回図書・研究報告委員会（工分館）

5. 23 第 l回附属図書館広報委員会

5. 26 附属図書館自己点検評価実施事務検討会

5. 26 第4回ディジタル概要プロジェクト

5. 26 情報システム化推進委員会

5. 29 第56回本館図書委員会

・ 12年度附属図書館関係（本館）予算措置

5. 31 第91回附属図書館運営委員会

・ 12年度図書館関係予算措置の基本方針

・ 12年度学生用図書資料整備費の配分基準

－附属図書館自己点検評価の実施

6. 2 第5回ディジタル概要プロジェクト

6. 12 第 1回図書委員会（医分館）

研 修 号ト事伊」句最

6. 19-23 第26回中園地区係長研修（人事院）

参加者：渡部哲夫電子情報係長

7. 10-14 S C  Sによる長期研修講義（山口大学）

参加者：県内図書館職員

編集後記 司事F吋砂吋事V司事V

この度、この欄を設けることとなりました。広

報編集委員の声をお伝えしたいと考えております。

本号は附属図書館が今年度取組を開始しまし

た、自己点検・評価に関する記事を中心に構成

し、レイアウト等も新たな装いにしました。巻頭

の寄稿は次号へ続きますが、今後教官・学生の皆

山口大学附属図書館報 「LibraryNews」

VOL. 21 NO. 2 （通巻62号） 2000年10月 1日発行

http: //home 1. li b-c. yamaguchi-u. ac. jp/ 

6. 15 第 3回図書・研究報告委員会（工分館）

6. 19 企画懇談会

6. 19 第 6回ディジタル概要プロジェクト

6. 22 第92回附属図書館運営委員会

・ 12年度附属図書館予算要求

－附属図書館自己点検評価小委員会要項

6. 22 第 3回本館資料選定委員会

6. 23 建物リメイクワーキンググループ

7. 10 企画懇談会

7. 12 附属図書館自己点検評価実施事務検討会

7 . 13 第 3回図書・研究報告委員会（工分館）

7. 18 附属図書館自己点検評価実施事務検討会

7. 21 第93回附属図書館運営委員会

. 11年度及び12年度校費収支予算決算書

・ 12年度学生用図書購入費・参考図書購入

費及び図書館維持費配分案

－附属図書館将来計画検討委員会要項

・ 12年度学長裁量経費要求事項

8 . 1 建物リメイクワーキング、グループ。

8 . 2 第57回本館図書委員会

・ 12年度本館運営費及び資料費予算案

8 . 9 第 7回ディジタル概要プロジェクト

8. 22 第 2回附属図書館広報委員会

8. 26 建物リメイクワーキンググループ。

8. 23-25 平成12年度図書館等職員著作権実務講習

習会（九州大学）

参加者：江見伸子目録情報係長

藤本房枝情報サービス係長（医）

松本美智子情報トピス係長（工）

さんの要望を明確にとらえ、図書館サービスの改

善に努めたいと思っています。自己点検に際し、

全学にアンケートを予定していますが、それとと

もに、本誌に対する、また附属図書館に対するご

要望など、忌d障のないご意見をお待ちしておりま

す。（K)

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1677 1 

TEL. (083) 933 5185 FAX. (083) 933-5186 
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