
目  次

「国立大学図書館協会ビジョン 2020」の策定に
ついて                                 1
平成 27年度図書館トピックス             3
平成 27年度図書館オリエンテーション・ 
ガイダンス                              6

平成 27年度図書館各種講習会             7
平成 27年度図書館業務統計               8
平成 27年度本学関係教員著作寄贈図書 10
平成 27年度会議・研修・人事等         12

「国立大学図書館協会ビジョン 2020」の策定について 

山口大学図書館長 根ヶ山 徹

去る 6月 17、18日の両日、仙台市で開催さ
れた第 63 回国立大学図書館協会総会において
「国立大学図書館機能の強化と革新に向けて～

国立大学図書館協会ビジョン2020～」が採択さ
れた。本ビジョンは、情報環境や学術コミュニ

ティが急激に変動しつつあるなかで、各国立大

学で図書館が託された役割を考察確認し達成す

るための視座を提示し、協会としてともに行動

していく決意を表明するものである。

本ビジョンではまず、国立大学図書館機能の

強化と革新に向けた「大学図書館の基本理念」

を以下のように定めている。

  大学図書館は、今日の社会における知識基

盤として、記録媒体の如何を問わず、知識、

情報、データへの障壁なきアクセスを可能

にし、それらを活用し、新たな知識、情報、

データの生産を促す環境を提供することに

よって、大学における教育研究の進展とと

もに社会における知の共有や創出の実現に

貢献する。

そして上記基本理念の実現に向け、3 つの重
点領域とそれぞれにおける戦略的な目標を設定

し、国立大学図書館協会及び会員館においては、

2020年を目処として、各重点領域における目標
の達成に向けた取り組みを進めることとした。

これが本ビジョン名にある「2020」の謂である
が、到達期限を示すものではなく、達成度を確

認しビジョンに再検討を加える節目として、第

3期中期計画 5年目で第 4期の計画策定が始ま
る時期であろうこの年を設定したものである。

 さて、3 つの重点領域とそれぞれにおける戦
略的な目標の大略は以下のとおりである。
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重点領域 1．知の共有：
＜蔵書＞を超えた知識や情報の共有

   大学図書館は、教育・研究に必要な知識、

情報、データを網羅的に提供する必要があ

る。従来の紙媒体に加えて、電子的リソー

スや機関リポジトリに収載される研究論文、

教育研究成果、インターネット上の有用な

コンテンツを対象として知の共有のための

方策を検討し、実現する。

目標 1）教育研究成果の発信、オープン
化と保存

目標 2）出版された資料の整備と利用
目標 3）知識や情報の発見可能性の向上

重点領域 2．知の創出： 
新たな知を紡ぐ＜場＞の提供

   大学図書館は、これまで人と知識や情報、

あるいはコミュニケーションの場であった。

これからは、「館」の壁を超えてその場を拡

張し、さらには物理的な場だけでなく、知

のネットワーク上に存在する仮想空間を新

たな知を創出するための場として活用する

ことにより、教育・学習の質を向上させ、

大学と社会との連携を促す。

目標 1）知を創出する場の拡大・整備・
提供

目標 2）社会に開かれた知の創出・共有
空間の提供

重点領域 3．新しい人材： 
知の共有・創出のための＜人材＞の構築

   大学図書館は、ハイブリッド（複合的）

な人材の集合体を形成することで、大学図

書館に期待される新たな役割を果たすとと

もに、多様な知の共有と創出を促す。その

ために、新たな人材の構築が実現できるよ

うな制度を整備する。

目標 1）新たな人材の参画 
目標 2）国立大学図書館職員の資質向上 

最後に、「国立大学図書館協会及び会員館の果

たすべき役割」を掲げる。

  国立大学図書館協会は、これらの戦略的目

標の実現のために、具体的な活動を立案し

実行するための実施体制を整備する。会員

館は、それぞれの大学のミッションや中期

目標等に沿うように戦略的目標を選択して

その達成をはかり、上記大学図書館の基本

理念の実現をめざす。

以上に要約した本ビジョンが今回採択された

背景には、近年のネットワーク型コミュニケー

ションの普及により知のあり方が変化し、それ

にともないいわば暗黙知の存在であった大学図

書館の役割も変容してきたことがある。

今後は、国立大学の図書館長や職員から選任

された諸委員会スタッフ等により、本ビジョン

で掲げた目標達成のためのアクションプランが

検討され提言されていくことになる。無論、各

図書館がこれら全ての実行を求められる訳では

なく、それぞれの大学の規模、方針、学問領域

等々に合わせて取捨・応用する材料として提供

されるものである。

我が山口大学図書館においても、自らの役割

と活動のあり方を見直しながら、各重点領域に

設定された戦略的目標の達成に向け、アクショ

ンを起こしていくこととなる。ともあれ、「基本

理念」に掲げられるように、過去と現在を見据

え、よりよい未来を切り拓くため、知識基盤の

構築に資するという使命を十全に果たさなけれ

ばならない。

（参考）「国立大学図書館機能の強化と革新に向け

て～国立大学図書館協会ビジョン2020～」全文
http://www.janul.jp/j/organization/regulations
/janul-2020vision.pdf
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平成 27 年度図書館トピックス

○平成 27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。
現在、総合図書館、医学部図書館、工学部図書

館の 3館で、カウンター業務のほか、資料の修
理や企画展示など、様々な活動を行っている。 

・参加人数 

68 名(総合図書館：41 名、医学部図書館：16
名、工学部図書館:11名) 

・総合図書館学生協働 

総合図書館では、カウンター業務や作業(蔵書

点検、配架整理等)、ワーキンググループ活動(企

画展示WG、就職活動WG、破損本WG等)を
中心に行った。また、今年度の学生協働交流シ

ンポジウムで学んだことを活かし、図書に帯を

つけることに挑戦したり(就職活動WG)、新た
に読書会WGを立ち上げたりした。 
 その他にも、新入生オリエンテーション補助、

オープンキャンパスでのクイズラリー企画、山

口県立山口図書館で開催されたビブリオバトル

のクリスマス展示等、様々な活動に取り組んだ。 

・医学部図書館学生協働 

カウンター業務、選書、図書紹介コーナーの

設置、館内サインの作成、蔵書点検補助、オー

プンキャンパス等での館内案内を行った。 

また、学生協働交流シンポジウムへの参加や

近隣の高校生との読書会開催など、学外者とも

積極的に交流した。 

・工学部図書館学生協働 

 従来のカウンター業務、就活コーナー用図書

の選書、蔵書点検や図書装備の作業補助に加え、

留学生オリエンテーションで中国語の通訳を担

当したり、図書館ホームページの中国語版を作

成したりと、学生の特技を活かした活動をする

ことができた。 

・学生協働交流シンポジウムを開催 

平成27年9月、梅光学院大学を会場として、
第 5回学生協働交流シンポジウム「図書館維新
－図書館が繋ぐ人と人－」を開催した。中四国

地区を中心に全国各地から180名以上の参加が
あり、シンポジウムの期間を通して他大学との

交流を深めた。 

9月 8日（木）～9日（金） 
会場：梅光学院大学 

（学生協働ワーキンググループ） 

図書の装備 蔵書点検 

クイズラリー企画 

ポスターセッションの様子 ワークショップで作成した帯 

クリスマス展示 

(山口県立山口図書館) 
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○男女共同参画コーナーの新設 

平成 27 年度より、総合図書館１階に男女共
同参画図書コーナーを設置した。 

国立女性教育会館から、ジェンダーや男女共

同参画、キャリア形成など、さまざまな分野に

関連する図書を借り受け、3ヶ月に 1回テーマ
にそった図書に入れ替えて配架した。 

（利用者サービス係） 

○山口県大学ML連携特別展の開催 
平成 27年 11月 1日（日）から平成 28年 1
月 29日（金）まで平成27年度山口県大学ML
連携特別展を開催した。

脈々と歴史を刻み、つなぎ、伝えてきた「時

間」そのものに着目し、「『時』を学ぶ」を山口

大学各館共通のテーマとし、本学の特徴的な研

究として、「時間学研究所」の研究紹介を中心に、

総合図書館では「学問と時間」、医学部図書館で

は「医学と時間」、工学部図書館では「工学と時

間」に関する展示を行った。

総合図書館では、文理の垣根を超えた様々な

資料をもとに「時間」を探った。また、「時間」

という新たな観点から、当館所蔵「林家文書」

所収の文書を捉え直し、時間学研究所所蔵の『伊

勢暦』などの暦類と共に展示を行った。

ワークショップ 11月 1日（日） 
参加者数 33名
ミュージアムトーク 11月 7日（土）
参加者数 31名

医学部図書館では、「時間」をテーマに、生命

科学分野の最先端の研究である「時間治療学」

を関連資料と共に紹介した。また、当館所蔵「浅

山文庫」所収の古医書を展示し、江戸時代から

明治初期の山口県の医学史を振り返った。

ワークショップ 11月 7日（土） 
参加者数 6名

工学部図書館では、「時間」に関連する工学部

教員の研究成果や、関連資料を展示した。当館

所蔵資料のうち最も古い1878年発行の雑誌等、
「時」の流れを感じることのできる資料を公開

した。

ワークショップ 11月 14日（土） 
参加者数 7人

（学術情報課）

○創基 200周年記念式典にて出張展示の開催 
平成 27年 5月 30日（土）、山口グランドホ
テルに於いて、創基200周年記念式典が挙行さ
れた。同会場ロビーにて企画展示「山口大学の

歴史をめぐる（ダイジェスト版）」を開催し、文

化 12（1815）年の山口講堂から現在に至る本
学の歴史を、写真とともにパネルで紹介した。

学部毎に変遷を振り返り、懐かしい校舎や風景

写真に、多くの式典参加者から当時を懐かしむ

声や、現在のキャンパスの風景等に関心を寄せ

る姿が見られた。

パネル展示の他、本学初の劇映画である『学

園』を上映した。『学園』は、昭和 32年に本学
を舞台に撮影した作品で、当時のいきいきとし

た学生生活を見ることができる。足を止めてじ

っくり見入る人も多く、本学の歴史を感じても

らう、良い機会となった。

         （展示ワーキンググループ）

ミュージアムトークの様子 

（医学部図書館） 

ワークショップ 

日時計を作ろう（総合図書館） 
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○リポジトリの動向 

山口大学学術機関リポジトリ（YUNOCA）
について、年間論文登録数は昨年を下回ったが、

本文ファイルの公開数は例年を上回る結果とな

った。さらに、年間閲覧数は昨年度の 1.32倍と
なり、順調な増加を見せた。

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 30,000 件を超えた。
さらに、平成28年 2月 12日（金）に維新参加
機関の担当者を招いてユーザー会を開催した。

担当者が業務をする上で抱えた疑問を解消する

良い機会となった。

また、新しいリポジトリとして、山口県地域

学リポジトリの構築を開始した。本リポジトリ

は、山口県に所在する多種多様な教育研究機関

等が発行した成果物を保存・公開するシステム

である。本システムは、山口県立山口図書館、

山口大学図書館、山口県立大学図書館での 3館
協定に基づいて運営されており、平成 28 年 2
月 16日（火）に 3館の担当者による第 1回目
の打ち合わせを開催し、今後の運営について意

見が交わされた。

（企画連携係）

○貴重資料の追加指定 

 第3回図書館専門委員会にて下記資料が貴重
資料として追加された。

「Philosophia scholae scotisticae : Solida ex-
positio librorum tum logicalium, physicorum, 
et metaphysicorum Scoti, Instituciones dia-
lecticas, logicam, physicam, libros de Coelis, 
de generatione et corruptione de anima, et 
methaphysicam universam」（1v., M. Wolff, 
Augsburg, 1735）総合図書館所蔵
 この資料はスコラ哲学の一派であるスコトゥ

ス学派に関する書である。著者の Patris 
Crescentii Krisperは 1679年にグラーツ（現オ
ーストリア）に生まれたフランシスコ会派修道

士で、上記のほかにも複数のスコトゥス学派に

関する著書がある。

 出版年が 1735 年と古く、同一資料の国内外
での所蔵が僅少であることから本学貴重資料に

指定した。

（情報サービス係）

○文化交流イベント「図書館でプチ留学！」の開催 

平成 27年 12月 21日（月）、総合図書館アカ
デミック・フォレストに於いて、国際総合科学

部、留学生センター及び図書館共催による文化

交流イベント「図書館でプチ留学！」を開催し

た。総合図書館では、平成 26 年度に異文化理
解や地域交流を深めるための資料を揃えた「文

化交流スペース」を設置し、また平成 27 年度
から大学教育機構と国際総合科学部により、学

生の自律的言語学習の場である「言葉のアトリ

エ」が運営されている。今回のイベントは、こ

れらの学習環境や学習機会を積極的に活用して

もらうことを目的に開催したもので、海外留学

を計画あるいは関心のある学生等 38 名が参加
した。

各国留学生の出身国の文化や語学学習法など

を中心に活発な意見交換が行われ、熱気のこも

ったイベントとなった。

（情報サービス係）

○「教授お薦め本コーナー」の設置 

平成 28年 3月より、医学部図書館 1階閲覧
室に「教授のお薦め本コーナー」を設置した。

この特設コーナーは医学部総務課育成支援係と

医学部図書館とのコラボ企画で、お薦め本と一

緒に先生方の熱い思いを込めたコメントをポッ

プにし展示している。レイアウト、ポップ作成

は医学部学生協働のメンバーが行い、利用者に

も大いに関心の持たれるコーナーとなっている。

（医学情報係）
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平成 27 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 

総合図書館において、新入生を対象に 5日間
（平成 27年 4月 2～3、6～8日）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、基本的な図書館サービスについてスライド

を用いて説明した。

実施後のアンケートでは、学習設備が充実し

ていて利用するのが楽しみになった、ぜひ活用

したいなどのコメントが多数寄せられた。

参加者数 合計 1,849人（参加率 93.1％）

医学部図書館では、2 年生、編入生、大学院
生及び職員（コメディカル）を対象に 3日間（平
成 27年 4月 3～4、7日）、工学部図書館では、
2 年生、編入生、大学院生及び留学生を対象に
図書館オリエンテーションを実施した（平成 27
年 4月 3～4、6～7日、9日~15日、9月 28日）。
参加者数 医学部図書館 合計 344人

工学部図書館 合計 932人

○図書館ガイダンス 

・新入生対象図書館ガイダンス

今年度も、1 年生必修科目（情報リテラシー
演習や基礎セミナー等）を担当する教員の協力

を得て、授業時間の一部を使い基礎的な情報探

索法などのガイダンスを実施した。備え付けの

パソコンがある、りぶプラザを会場とし（一部、

館外で実施）、OPAC で検索した結果を基に、
書架で図書を探す実習などを行った。

実施回数 43回
（平成 27年 4月 15日～6月 9日）
受講者数 1,930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（コメディカル）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 154 16 
医学部図書館 128 4 
工学部図書館 131 14 

新入生オリエンテーションの様子（総合） 

スライドによる説明 （りぶプラザ） 
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平成 27 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。 

企業を徹底分析！

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

6/16(火) 吉田 総図：りぶプラザ
基礎編 12：50-14：20 41名
基礎編 14：30-16：00 14名

10/27(火) 吉田 総図：りぶプラザ
基礎編 12：50-14：20 16名
応用編 14：30-16：00 43名

理系集合！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

6/22(月) 
常盤 工図：インフォメーションルーム 基礎編 14：30-16：00 23名
小串 医図：情報ラウンジ 基礎編 18：00-19：30 4名

6/23(火)  吉田 総図：りぶプラザ
基礎編 13：00-14：30 30名
応用編 14：45-15：45 14名

論文執筆に役立つ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

7/16(木) 
吉田 総図：りぶプラザ 10：30-12：00 25名
常盤 工図：インフォメーションルーム 14：30-16：00 21名
小串 医図：情報ラウンジ 18：00-19：00 15名

論文・レポート作成に今すぐ役立つ！

JapanKnowledge講習会（講師 桑原博文／ネットアドバンス（株））
実施日 会場 時間 参加者数

10/28(水) 吉田 総図：アカデミックフォレスト
12：00-12：50 
※自由参加

約 20名

就活に活かす！eol-DB講習会（講師 松原剛司／プロネクサス（株））
実施日 会場 時間 参加者数

11/9(月) 吉田 総図：りぶプラザ
10：20-11：50 4名
12：50-14：20 10名

※ 総図：総合図書館、医図：医学部図書館、工図：工学部図書館

（情報サービス係） 

山口大学図書館報 No.88

7



11,208

雑誌受入数
（冊子受入別）

購入 1,055 144 129 1,328
寄贈 941 115 64

計 1,996 259 193 2,448

1,120
その他 0 0 0 0

76

441
計 1,996 259 193 2,448

雑誌受入数
（冊子和洋別）

和雑誌

5,332 0 2 5,334
提供数

（有料契約分）

国内誌

1,632 209 166 2,007
洋雑誌 364 50 27

5,874
計

蔵書数

受入数

雑誌
（冊子種類数）

計 23,815 4,357

11,862
79 278 7,1366,779

2,364 17,242
1,604 114 648

3,049 31,221

和書 13,430
洋書

和雑誌

医学部
図書館

工学部
図書館

計

総　合
図書館

医学部
図書館

工学部
図書館

計

89,546 98,636 1,145,903
72,289 56,841 468,293

17,396 2,147 1,415 20,958
6,419 2,210 1,634 10,263

総　合
図書館
957,721
339,163図書

(冊）

和書

洋書

計

2,366

561

洋雑誌

1,296,884 161,835 155,477 1,614,196

図書受入数
（和洋区分別）

図書受入数
（受入区分別）

15,034 1,562 3,012 19,608

15,034 1,562 3,012 19,608
7,694 1,434 2,734

計

購入

寄贈

その他 49 0 610

1,448

計

入館

入館者数

学生

学外者

計

開館日数
土曜

計

日曜祝日

124,006 83,156 529,213
16,578 8,054 3,033 27,665

―

34 ―

310 ―

52 54 40 ―

236

図書館業務統計　（平成23年度～27年度）

13,909
347,598 134,414 88,775 570,787

教職員

総　合
図書館

238
40

330

医学部
図書館

236
40

330

―　基盤統計　―

2,586

計

322,051

2,354

工学部
図書館

8,969

平日

―　利用統計　―

電子
ジャーナル

総　合
図書館

医学部
図書館

工学部
図書館

計

国外誌 5,755 45 74
11,087 45

1,623 1,623 
1,592 1,600 1,614 

H23 H24 H25 H26 H27

（千冊）蔵書冊数の推移

17,361 
18,847 18,402 20,540 19,608 

H23 H24 H25 H26 H27

図書受入数の推移

587,468 

504,806 

367,446 

540,560 
570,787 

H23 H24 H25 H26 H27

入館者数の推移

3,198 
2,790 2,630 2,742 2,448 

16,021 

15,107 14,848 11,236 11,208 

H23 H24 H25 H26 H27

雑誌受入種類数の推移

冊子 電子
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※1 プログラムによるアクセス数を含まない各年度毎の本文閲覧数

※2 登録数は、各年度毎のメタデータ登録数

計

5,387,241
5,474

リポジトリ
Ｈ２４ Ｈ２５ H２６ H２７

閲覧・登録数
閲覧 ※1 643,492 1,039,043 1,471,542 1,943,315
登録 ※2 958 1,643 1,027 1,139 707

Ｈ２３

289,849

貸出 総　合
図書館

医学部
図書館

工学部
図書館

計

貸出冊数

平日 48,163 8,470 14,183 70,816
土日祝 7,004 702 1,609 9,315
無人 0 3,560 0 3,560
計 55,167 12,732 15,792 83,691

貸出冊数
（身分別）

学生 48,668 10,531 13,093 72,292

教職員 4,616 1,801 1,970 8,387

学外者 1,883 400 729 3,012
計 55,167 12,732 15,792 83,691

総　合
図書館

医学部
図書館

工学部
図書館

計

文献複写
（受付件数）

国内大図 941 767 127 1,835
国内ほか 131 198 35 367
国外 4 0 0 4
計 1,076

現物貸借
（依頼件数）

国内大図

965 162 2,206

文献複写
（依頼件数）

国内大図 1,350 805 226 2,381

国内ほか 56 32 16 104

国外 8 3 0 11
計 1,414 840

現物貸借
（受付件数）

国内大図 302 26 27 355
国内ほか 123 2 4 129
国外 1 0 0 1
計 426 28 31 485

相互協力

0 0 0 0
計 599 19

473 18 31 522
国内ほか 126 1 1 128

650

242 2,496

32
国外

91,741 89,324 

56,655 

80,794 83,691 

H23 H24 H25 H26 H27

貸出冊数の推移

受付依頼受付依頼受付依頼受付依頼受付依頼

H23 H24 H25 H26 H27

文献複写件数の推移

貸出借受貸出借受貸出借受貸出借受貸出借受

H23 H24 H25 H26 H27

現物貸借件数の推移

28
9,

94
9 

64
3,

49
2 

1,
03

9,
04

3 

1,
47

1,
54

2 

1,
94

3,
31

5 

18,798 
20,441 

21,468 22,607 23,314 

H23 H24 H25 H26 H27

リポジトリ閲覧数と登録総数

本文閲覧数

登録総数

山口大学図書館報 No.88

9



寄贈者 書名等 

川島 尚宗 （埋蔵文化財資料館） 生産と饗宴から見た縄文時代の社会的複雑化 / 川島尚宗著. -- 六一書房, 
2015.7.  

時間学研究所 （時間学研究所） 防災と時間 / 山口大学時間学研究所[編]. -- 恒星社厚生閣, 2015.3. (時間学の
構築 / 山口大学時間学研究所監修 ; 1). 

寺尾 将彦 （時間学研究所） 心理科学の射程 / 寺尾将彦 [ほか] 著. -- 関西学院大学出版会, 2012.3. (K.G.
りぶれっと ; no.30). 

田中 晋作 （人文学部） 古市古墳群の解明へ : 盾塚・鞍塚・珠金塚古墳 / 田中晋作著. -- 新泉社, 
2016.2. (シリーズ「遺跡を学ぶ」 ; 105). 

南雲 泰輔 （人文学部） New approaches to the later Roman Empire / edited by Takashi Mina-
mikawa. -- Kyoto University, c2015.  

根ヶ山 徹 （人文学部） 牡丹亭還魂記匯校 / (日)根山徹編校. -- 山東大學出版社, 2015.4. 

橋本 義則 （人文学部） 特集東アジアの都城と葬制 / 妹尾達彦編集. -- 増補版. -- 中央大学文学部東洋
史学研究室, 2015.7. (都市と環境の歴史学 / 妹尾達彦編集 ; 第 3集). 

藤川 哲 （人文学部） エピファニー・ガーデン : 空き家のあそびかた. -- Do a Front, 2015.3. 

馬 彪 （人文学部）  / 饒宗頤名誉主編 ; 馬彪導讀及譯注. -- 中信出版, 2014.5. (中信国学大
典 / 宗 名誉主編). 

馬 彪 （人文学部） 后  / 饒宗頤名誉主編 ; 馬彪導讀及譯注. -- 中信出版, 2015.1. (中信国学
大典 / 宗 名誉主編). 

谷部 真吾 （人文学部） 国指定重要無形民俗文化財見付天神裸祭 / 見付天神裸祭保存会・見付天神裸
祭映像記録作成委員会編. -- 磐田市伝統文化活性化実行委員会, 2014.6. 

荒木 一視 （教育学部） 食料の地理学の小さな教科書 / 荒木一視編. -- ナカニシヤ出版, 2013.10. 

五島 淑子 （教育学部） 江戸の食に学ぶ : 幕末長州藩の栄養事情 / 五島淑子著. -- 臨川書店, 2015.4. 
(臨川選書 ; 32). 

柏木 芳美 （経済学部） 経済数学 I : ミクロ経済学理解のために / 柏木芳美[著]. -- 第 5版. -- 柏木芳
美, [2015.11]. 

篠田 晃 （医学部） 高度学術医(アカデミックドクター)の育成を目指した実践研究参加型医学教育
の拡充  : アカドクプロジェクト  : 活動報告書 / 山口大学医学部医学科
SMAC事務所. -- 山口大学医学部医学科 SMAC事務所, 2015.3. 

大塚 裕一 （技術経営研究科） イギリスの四季 : ケンブリッジの暮らしと想い出 / 石原孝哉 [ほか] 編著. -- 
彩流社, 2012.7. 

山本 晴彦 （農学部） 風水害と観光客の増大による世界遺産の劣化と保全 : 紀伊山地の霊場と参詣
道を事例として / 山本晴彦編著. -- 農林統計出版, 2016.2. 

山本 晴彦 （農学部） 帝国日本の気象観測ネットワーク / 山本晴彦著 ; [1]: 満洲・関東州, 2: 陸軍
気象部. -- 農林統計出版, 2014-. 

山本 晴彦 （農学部） 帝国日本の農業試験研究 : 華北産業科学研究所・華北農事試験場の展開と終
焉 / 山本晴彦著. -- 農林統計出版, 2015.3. 

山本 晴彦 （農学部） 満洲気象資料に基づく満洲気象データベースの構築 / 山本晴彦, 岩谷潔, 張
継権著. -- [山口大学], 2015. 

小川 仁志 （国際総合科学部） ヘーゲルを総理大臣に! / 小川仁志著. -- 講談社, 2010.9. 

小川 仁志 （国際総合科学部） 人生が変わる愛と性の哲学 / 小川仁志著. -- 講談社, 2012.9. 

平成27年度 本学関係教員著作寄贈図書 
（2015年4月 1日～2016年 3月 31日） ※敬称略 
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寄贈者 書名等 

小川 仁志 （国際総合科学部） 「哲学頭」の仕事術 : 仕事のプロは考えるプロ / 小川仁志著. -- 海竜社, 
2009.4. 

小川 仁志 （国際総合科学部） 市役所の小川さん、哲学者になる転身力 / 小川仁志著. -- 海竜社, 2008.11. 

小川 仁志 （国際総合科学部） たった 1 日で人生を 300 倍面白くする方法 / 小川仁志著. -- KADOKAWA, 
2014.3. 

小川 仁志 （国際総合科学部） グローバリゼーション再審 : 新しい公共性の獲得に向けて / 平井達也 [ほ
か] 編. -- 時潮社, 2012.9. 

小川 仁志 （国際総合科学部） こう考えれば話は一瞬で面白くなる! / 小川仁志著. -- 青春出版社, 2014.3. 

小川 仁志 （国際総合科学部） たった 5 つの思考法で頭がみるみる回り出す! / 小川仁志著. -- すばる舎, 
2015.4. 

小川 仁志 （国際総合科学部） 思考力を鍛える 50の哲学問題 / 小川仁志著. -- 教育評論社, 2015.4. 

小川 仁志 （国際総合科学部） あなたの問題を解決してくれる哲学の魔法 / 小川仁志監修. -- 日本文芸社, 
2013.9. 

小川 仁志 （国際総合科学部） 世界のエリートが学んでいる教養としての哲学 / 小川仁志著. -- PHPエディ
ターズ・グループ. 

中尾 央 （国際総合科学部） 発達科学の最前線 / 板倉昭二編著. -- ミネルヴァ書房, 2014.4. 

中尾 央 （国際総合科学部） 人間進化の科学哲学 : 行動・心・文化 = Philosophy og human evolutionary 
studies / 中尾央著. -- 名古屋大学出版会, 2015.3. 

中尾 央 （国際総合科学部） 文化系統学への招待 : 文化の進化パターンを探る = An introduction to cul-
tural phylogenetics : an unified framework for studying patterns in cul-
tural evolution / 中尾央, 三中信宏編著. -- 勁草書房, 2012.5. 

中尾 央 （国際総合科学部） 精神医学の科学哲学 / レイチェル・クーパー著 ; 植野仙経 [ほか] 訳. -- 名古
屋大学出版会, 2015.6. 

中尾 央 （国際総合科学部） 進化の弟子 : ヒトは学んで人になった / キム・ステレルニー著 ; 田中泉吏
[ほか] 訳. -- 勁草書房, 2013.12. (ジャン・ニコ講義セレクション ; 8). 

中尾 央 （国際総合科学部） ロボットを通して探る子どもの心 : ディベロップメンタル・サイバネティク
スの挑戦 / 板倉昭二, 北崎充晃編著. -- ミネルヴァ書房, 2013.9. 

福屋 利信 （国際総合科学部） ギャツビー&レノン : アイリッシュ・ソウルの系譜 / 福屋利信著. -- 近代文芸
社, 2015.3. 

阿部 泰記 （名誉教授） 宣講による民衆教化に関する研究 / 阿部泰記著. -- 汲古書院, 2016.2. 

遠藤 徹 （名誉教授） <尊びの愛>としてのアガペー / 遠藤徹著. -- 教文館, 2015.12. 

岡光 一浩 （名誉教授） 大人が読む「赤ずきん」 : 「文学を読む」と「本当の「大人」になる」をつ
なぐために : 文学講義 / 岡光一浩著. -- 鳥影社・ロゴス企画, 2012.9. 

小谷 典子 （名誉教授） 流動型社会の研究 / 三浦典子著. -- 恒星社厚生閣, 1991.7. (社会学叢書). 

纐纈 厚 （名誉教授） 暴走する自衛隊 / 纐纈厚著. -- 筑摩書房, 2016.2. (ちくま新書 ; 1173). 

小西 秀勇 （名誉教授） 教育心理学概論 / 小西秀勇編著. -- 北大路書房, 1986.3. 

近藤 喬一 （名誉教授） 近藤喬一論文集 / 近藤喬一[編] ; 1 - 4. -- 電子コピー版. -- [近藤喬一], [1993]. 

友定 啓子 （名誉教授） 幼児とけいこごと / 日本保育学会編. -- フレーベル館, 1986.12. (保育学年報
/ 日本保育学会編 ; 1986年版). 

中村 幸士郎 （名誉教授） アメリカ再発見 : 学習資料集. -- 「アメリカ再発見プロジェクト」実行委員会, 
2004.7. 

早崎 峯夫 （名誉教授） 人獣共通感染症 / 木村哲, 喜田宏編. -- 改訂 3 版. -- 医薬ジャーナル社, 
2016.2. 

早崎 峯夫 （名誉教授） Dirofilaria immitis infection and dirofilariosis : an animal model of human 
filariosis / Mineo Hayasaki. -- Sakura printing & publishing, 2010.12. 
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寄贈者 書名等 

林 伸一 （名誉教授） 外国人のための入門日本語教材 / 日本語クラブ山口 ; 林伸一監修 ; 2005 年
版, 2010年版. -- 日本語クラブ山口, 2005-. (おいでませ山口 / 日本語クラブ
山口 ; 1). 

林 伸一 （名誉教授） 外国人のための初級日本語教材 / 日本語クラブ山口教材制作グループ ; 3: 
2005年改訂版 - 5: 2011年版. -- 日本語クラブ山口, 2005-. (おいでませ山口 / 
日本語クラブ山口 ; 3-5). 

三好 哲彦 （名誉教授） 山羊のいる風景 / 三好哲彦. -- 三好哲彦, 2016.3. 

今井 新悟 （元留学生センター

教員）

J-CAT : Japanese computerized adaptive test : 日本語能力をコンピュータ
で測る / 今井新悟 [ほか] 著. -- 山口大学留学生センター, 2010.3. 

金折 裕司 （元理学部教員） Engineering geological advances in Japan for the new millennium / edited 
by Yuji Kanaori, Kazuhiro Tanaka, and Masahiro Chigira. -- Elsevier Sci-
ence B.V., 2000. (Developments in geotechnical engineering ; 84). 

金折 裕司 （元理学部教員） Earthquake proof design and active faults / Y. Kanaori. -- Elsevier, 1997. 
(Developments in geotechnical engineering ; 81). 

金折 裕司 （元理学部教員） 一八五四年安政南海地震と一八七二年浜田地震による山口県の被害報告 / 金
折裕司著. -- 第 2版. -- 山口大学理学部金折研究室, 2013.4. 

金折 裕司 （元理学部教員） 江戸時代に起きた山口県の震災 : 活断層地震とスラブ内地震 / 金折裕司著. 
-- 山口大学理学部金折研究室, 2013.5. 

金折 裕司 （元理学部教員） 語り継がれた山口県の大地震と津波 : 伝説と民話 / 金折裕司著. -- 山口大学
理学部金折研究室, 2013.11. 

金折 裕司 （元理学部教員） この 1冊でわかる山口県の活断層と大地震 : 次の大地震に備える / 金折裕司
著. -- 山口大学理学部金折研究室, 2014.3. 

金折 裕司 （元理学部教員） 画家高島北海と地質学 : 日本最初の地質図 / 金折裕司著. -- 山口大学理学部
金折研究室, 2015.1. 

金折 裕司 （元理学部教員） 高島北海と名称および天然記念物 : 餘は事實が物を言います / 金折裕司著. 
-- 山口大学理学部金折研究室, 2012.9. 

金折 裕司 （元理学部教員） 断層地震の連鎖 : 断層との対話 / 金折裕司著. -- 近未来社, 2014.12. (近未来
科学ライブラリー ; 15). 

平成 27 年度 会議・研修・人事等 

◆会議（学外） 

27.4.16-17 
第 63回中国四国地区大学図書館協議会総会 ／ 第 42回国立大学図書館協会中国四国地区協会総会（於 サン
ポート高松） 

27.6.18-19 
第 62回国立大学図書館協会総会 ／ 第 11回国立大学図書館協会マネジメント・セミナー（於 ホテルニュー
オータニ熊本） 

27.10.8-9 第 56回中国四国地区大学図書館研究集会（於 徳島大学） 
27.11.5-6 第 51回日本医学図書館協会中国・四国地区会総会（於 川崎医科大学） 
27.11.27 平成 27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） 
27.12.11 平成 27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 島根大学） 
28.3.3 平成 27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 広島大学） 

◆会議（学内） 
27.6.3 平成 27年度第1回総合図書館部会 27.8.10 平成 27年度第 4回医学部図書館部会（メール審議） 
27.6.3 平成 27年度第1回図書館専門委員会 27.9.2 平成 27年度第 5回医学部図書館部会（メール審議） 
27.6.3 平成 27年度第1回学術基盤資料検討専門部会 27.9.14 平成 27年度第 2回工学部図書館部会 
27.6.9 平成 27年度第1回医学部図書館部会 28.3.3 平成 27年度第 3回工学部図書館部会（メール審議） 
27.6.24 平成 27年度第1回工学部図書館部会 28.3.24 平成 27年度第 3回図書館専門委員会 
27.6.29 平成 27年度第2回医学部図書館部会（メール審議） 28.3.24 平成 27年度第 3回学術基盤資料検討専門部会 
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◆山口県図書館協会等 

27.7.21 平成 27 年度第3回医学部図書館部会（メール審議） 27.12.11 平成 27 年度第6回医学部図書館部会（メール審議） 

27.7.30 平成 27 年度第2回図書館専門委員会 28.2.26 平成 27 年度第7回医学部図書館部会（メール審議） 

27.7.30 平成 27 年度第2回学術基盤資料検討専門部会 28.3.14 平成 27 年度第8回医学部図書館部会（メール審議） 

◆研修 

◆人事 
27.4.1 
昇  任 情報環境部長 小林 洋二 （総務部総務課長） 

採  用 情報環境部学術情報課長 叶井 貫一郎 （京都大学附属図書館情報サービス課長）  

27.7.1 
配 置 換 工学部会計課 川上 誠 （情報環境部学術情報課） 

配 置 換 情報環境部学術情報課情報管理係長 赤野 徹 （情報環境部学術情報課工学情報係長） 

配 置 換 情報環境部学術情報課企画連携係長 守永 盛志 （情報環境学術情報課情報サービス係長） 

配 置 換 情報環境部学術情報課利用者サービス係長 岡村 雅和 （宇部工業高等専門学校企画連携事務室連携係長） 

配 置 換 情報環境部学術情報課情報サービス係長 木越 みち （情報環境部学術情報課情報管理係長） 

配 置 換 情報環境部学術情報課工学情報係長 河田 孝行 （情報環境部学術情報課企画連携係長） 

28.3.31 
辞  職 小林 洋二 （情報環境部長） 

編集後記 

平成 27 年 4 月、本学 9 番目の学部となる国際総合科学部が設置されました。図書館でも、「図

書館でプチ留学！」と題した異文化交流イベントの開催や、WEB ページの多言語版作成に着手す

るなど、グローバル化に向けた取り組みを行っています。今後、留学生受入数は大幅に増加する

予定で、館内サインの整備や職員の語学力向上など、取り組むべき課題は山積みです。グローバ

ル化の波はもう目の前に来ています。                 館報編集小委員会 

27.7.6-17 平成 27 年度大学図書館職員長期研修 （於 筑波大学）参加者：木越みち 

27.8.5-7 第 22 回医学図書館員基礎研修会（於 明海大学）参加者：隆野美雪 

27.8.26-28 平成 27 年度目録システム地域講習会（雑誌コース）（於 高知大学）参加者：日高友江 

27.9.1-27.11.13 平成 27 年度財務会計事務研修（簿記 3級）（於 山口大学）参加者：村上ゆかり 

27.9.7-9 平成 27 年度目録システム地域講習会（図書コース）（於 岡山大学）参加者：森實彩乃 

27.9.10 機関リポジトリ新任担当者研修（於 広島修道大学）参加者：中村和博 

27.9.10-11 
第 6 回中国・四国・九州地区大学図書館職員フレッシュ・パーソン・セミナー（於 鹿児島大学）参加者：

村上ゆかり，的場百花，※森實彩乃（講師として参加） 

27.9.28-10.2 平成 27 年度漢籍担当職員講習会（於 京都大学）参加者：日高友江 

27.10.6-9 平成 27 年度大学図書館職員短期研修（於 京都大学）参加者：日高友江 

27.10.8-9 第 56 回中国四国地区大学図書館研究集会（於 徳島大学）参加者：前坂祥子 

27.11.18-20 学術情報リテラシー教育担当者研修（於 国立情報学研究所）参加者：岡﨑聡志 

27.11.18-20 第 22 回医学図書館研究会（於 神戸大学）参加者：隆野美雪 

27.4.20 平成 27 年度第 1 回山口県大学図書館協議会幹事会（山口大学） 

27.5.28 平成 27 年度山口県図書館協会理事会（山口県立山口図書館） 

27.6.24 第 19 回山口県大学図書館協議会総会（山口大学） 

27.6.24 平成 27 年度山口県図書館協会総会（山口県立山口図書館） 

27.12.3 平成 27 年度第 2 回山口県大学図書館協議会幹事会（山口大学） 

28.3.29 平成 27 年度第 3 回山口県大学図書館協議会幹事会（山口大学） 
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