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平成 29 年度図書館トピックス

○図書館オリエンテーションを実施 

（平成29年4月） 

平成29年4月3日～7日にかけて、総合図書

館で新入生を対象とした図書館オリエンテーシ

ョンを実施した。館内をツアー形式で回りなが

ら、図書館の施設や基本的な利用方法、大学生

活における図書館の役割などについて説明した。 

 参加者合計1,884人 参加率94.3％ 

 

 また、総合図書館では、平成29年4月入学の

留学生約40名を対象に、日本語・英語・中国語

によるオリエンテーションも実施した。 

 医学部図書館、工学部図書館においても進級

によりキャンパスを移動した学生や大学院生を

対象としたオリエンテーションを実施した。 

 

○学術資産継承事業成果展「宝山の一角」に 

貴重資料を出展   （平成29年2月-6月） 

本学の各学部で引き継がれてきた貴重な学術

資料を公開展示する、山口大学学術資産継承事

業成果展「宝山の一角」（前期展）に、中山家文

書の西山塾及び大楽源太郎（だいらくげんたろ

う）資料などを出展した。 

中山家文書は、農学部で収集された地方文書

（じかたもんじょ）群の一部で、現在は総合図

書館で保管されている。中でも、幕末の志士・

大楽源太郎とその私塾「西山塾」に関する文書

は、大楽の学者としての側面を知る貴重な資料

であり、今回はじめて公開した。 

 また、後期展では東亜経済研究所所蔵の近現

代東アジア関係資料を展示した。 
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○必修科目「情報リテラシー演習」で図書館 

ガイダンスを実施  （平成29年4月-8月） 

 1 年生の必修科目「情報リテラシー演習」に

おいて、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・事典の使い方や蔵書検索の方法など、

レポート作成時に必要となる文献検索について、

実習を交えながら説明した。 

 

○総合図書館文化交流スペース展示「連携大学

のある国ってどんなところ？」を開催 

（平成29年5月-平成30年3月） 

 総合図書館では、1階文化交流スペースにて、

平成 27 年度から本学が学術交流協定を締結す

る海外の大学に関する展示を行ってきた。平成

29 年度は、留学生の出身国をピックアップし、

その国の文化や協定校と本学の共同研究の紹介、

関連資料の展示を行った。 

  平成29年5月-8月 ベトナム 

       9月-12月 マレーシア 

  平成30年1月-4月 中国  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○中学生の職場体験を受入   （平成29年6月） 

 総合図書館では、職場体験として6月15・16

日と 20日・21日の、それぞれ2日間にわたっ

て山口市立白石中学校、平川中学校から生徒 2

名ずつを受け入れた。 

 体験では、図書の発注から受入、目録や整備、

配架など普段の図書館利用では目にすることの

ない業務の他、カウンターでの資料の貸出や返

却も実習した。生徒たちは初めての作業に緊張

する様子も見受けられたが、真剣に説明を聞き、

一生懸命に取り組んでいた。 

 
○常設展示「山口県における医学教育－明治維

新を迎えて－」を開催 

（平成29年10月-平成30年3月） 

 平成29年10月2日から、総合図書館常設展

示コーナーにおいて、「山口県における医学教育

－明治維新を迎えて－」を開催した。この展示

では、明治初期の山口県の医学教育を支えた県

立華浦医学校を中心に、防長二州における各藩

での医学教育を紹介するとともに、医学教育の

移り変わりをうかがい知ることのできる本学所

蔵の医学書等を展示した。 

 また、華浦医学校で副校長を務めた福田正二

先生の曾孫にあたる福田恒様からご寄贈いただ

いた、『尼氏医鑑』の版木を公開した。 

 
○下関市立歴史博物館で開催の展示「龍馬が 

みた下関」に貴重資料を貸出 

（平成29年10月） 

 下関市立歴史博物館において開催された特別

展「坂本龍馬没後150年記念 龍馬がみた下関」

（平成29年10月14日～12月10日）に、本学

所蔵の「坂本龍馬書簡」（『精魂余芳帖』所収）

が出展された。 

 この特別展では、様々な史料を通じて、下関

の人々との交流を中心に龍馬の足跡に迫ってお

り、坂本龍馬が下関の本陣主伊藤九三に宛てた

当該書簡も、龍馬と下関の関わりがうかがえる

史料として紹介された。 

 

○山口市立図書館の団体貸出の利用開始 

（平成29年10月） 

総合図書館では、平成29年10月から山口市

立図書館の団体貸出を利用して、毎月100冊の

資料を借り受け、本学の学生及び教職員に貸し

出すサービスを開始した。市立図書館が所蔵す

る一般教養書や娯楽書、実用書等、大学図書館
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では所蔵しない類の資料を、定期的にまとめて

借り受けることで、学生へのサービス充実を図

ることを目的としている。 

普段、大学図書館で見かけない資料を興味深

そうに手に取る学生の姿が見られた。 

 

○全国大学ビブリオバトル2017-首都決戦－ 

山口大学予選会を開催  （平成29年10月） 

 平成29年10月24日に、総合図書館アカデミ

ック・フォレストにおいて「全国大学ビブリオ

バトル 2017-首都決戦－山口大学予選会」を開

催した。学内からバトラー(発表参加者)4 名が

集い、約20名の観客が見守るなか、レベルの高

いバトルが繰り広げられた。 

 投票の結果、チャンプ本は 人文学部1年の野

村直弘さんが紹介した『カラスの教科書』(松原

始著)に決まった。なお、11 月 3 日に広島県で

行われる地区決戦には、野村さんが辞退された

ため、次に得票の多かった前田いづみさん(人文

学部3年)が出場した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 58 回中国四国地区大学図書館研究集会を

開催          （平成29年10月） 

平成29年 10月 19日～20日の2日間にわた

って、山口大学大学会館において第58回中国四

国地区大学図書館研究集会を開催した。今回は

『図書館業務 誰が担う？どう担う？』というテ

ーマで、大学の財政難を背景に近年進みつつあ

る図書館業務のアウトソーシングの現状や図書

館職員に求められる専門性について、38大学か

ら参加した49名が活発な議論を繰り広げた。 

 初日は、アウトソーシングの現状と課題につ

いて、委託者と受託者それぞれの立場から、大

分大学図書館と丸善雄松堂(株)の事例報告があ

り、続いて信州大学附属図書館管理課長の森い

づみ氏による「図書館職員の専門性について」

と題した講演があった。その他、学生やボラン

ティアの協力を得て図書館運営を行っている事

例について、参加した11大学から報告があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 日目は、ワークショップ形式により図書館

職員の専門性について検討し、各グループで話

し合った結果を最後に発表した。 

 参加者からは、これまで踏み出せなかったア

ウトソーシングに言及しつつ、今後、図書館職

員としていかにして生きるかを考えさせられる

有意義な研究集会だった、との意見が聞かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンプ本に選ばれた野村直弘さんの発表 

森いづみ氏による講演の様子 

ワークショップの様子 
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○山口大学機関リポジトリYUNOCAが10周年 

（平成29年10月） 

本学で生産された学術研究成果を電子的な形

態で蓄積・保存し、世界に発信している山口大

学機関リポジトリYUNOCAが、正式公開10周年

を迎えた。 

YUNOCA は、平成19年 10 月の正式公開以来、

本学に在籍する教職員及び大学院生（博士課程）

の学術雑誌論文やテクニカルレポート、本学で

発行している紀要論文、博士学位論文を中心に

収集を進め、現在は20,000件以上のコンテンツ

を公開するほどになった。 

今後も、研究成果が広く活用してもらえるよ

う、コンテンツを充実し、さらなる発展を目指

していきたい。 

 
○山口県大学ML連携特別展「やまぐちの大学－

University College Yamaguchi-」を開催 

（平成29年11月-12月） 

平成29年11月25日から12月24日にかけて、

山口県立山口博物館において、山口県大学 ML

特別展『やまぐちの大学―University College 

Yamaguchi―』が開催され、総合図書館・医学部

図書館・工学部図書館それぞれが展示を行った。 

山口県大学ML連携事業では、平成25年以降、

県内の大学図書館・博物館が共通のテーマで各

館の学術資料を紹介する形で特別展示を実施し

ており、平成29年度は5年目という節目を記念

し、初めて集合展示を開催することとなった。 

13 大学 17 館がそれぞれの大学の特色ある展

示を行う中、山口大学図書館では、大学史に関

係した資料を紹介した。特に総合図書館では、

山口県立山口博物館のある亀山地区に、かつて

本学のキャンパスがあったことにちなみ、亀山

の裾野に広がる校舎の写真なども展示した。 

また、この特別展の関連事業として平成 29

年12月10日に、山口県立山口図書館において、

シンポジウム『あなたの街の大学博物館・図書

館―目的と役割、現状と未来―』が開催され、

地域と大学の関わりにおいて大学博物館・図書

館が果たすべき責務と期待される役割について

意見が交わされた。 

 

○山口大学後援財団の助成により英語学習用の

資料を整備         （平成29年度） 

公益財団法人山口大学後援財団の助成を受け

て、平成29年度に英語学習用の視聴覚資料の整

備を行った。 

 図書館では、本学のグローバル化の推進に対

応し、英語多読学習用資料やTOEIC参考書等の

整備を進めてきたが、実際に言語が発話される

場面や状況を映像から学ぶことのできる視聴覚

資料は、未だ点数が少なく、英語教育の担当教

員からも要望が寄せられていたことを受け、資

料充実のため、当財団の助成事業へ応募した。 

 教員のアドバイスを受けて、視聴覚資料約

180 点を選定し、総合図書館内に配架した。有

名な映画の場面を紹介したものや、世界的スタ

ーのスピーチを収めたものなど、楽しみながら

生きた英語が学べる資料が並び、早速手に取る

学生の姿も見受けられた。 
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平成 29 年度学生協働活動                

 学生協働とは、学生のキャリア形成支援と図

書館サービスの充実を目的とし、職員と学生が

共に図書館に関する様々な活動を行う取り組み

である。平成18年度に総合図書館で開始し、現

在は医学部図書館、工学部図書館にも活動の場

を広げている。 

 
1．参加人数（平成30年3月時点） 

総合図書館  42名 

   医学部図書館 11名 

   工学部図書館  8名 

       合計 61名 

 

2．活動内容 

(1)総合カウンターにおける利用者対応【各館】 

(2)館内資料整備作業（配架整理、蔵書点検等）

【各館】 

(3)企画展示・選書等【各館】 

(4)図書館行事への参加 

・オリエンテーションにおける案内担当 

および補助【総合・工学部】 

・オープンキャンパス等における館内案内

の実施            【各館】 

(5)広報活動 

・山口大学学生協働ブログによる情報発信

【各館】 

・学生協働広報誌「ぴーすけ通信」の発行

【総合】 

(6)定例打ち合わせ会や学習会の開催 【総合】 

(7)その他 

・山口県立山口図書館におけるクリスマス

飾りつけ【総合】 

・宇部市内の高校生との読書会の開催 

【医学部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3．他大学との交流 

(1) 第7回大学図書館学生協動交流シンポジ

ウムへの参加 

平成29年9月5日・6日に愛媛大学で開催

された学生協動交流シンポジウムに参加し、

ワークショップやポスターセッションを通じ

て、他大学の学生と交流を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 第2回全国学生協動サミットへの参加 

平成29年 11月 7日～9日にパシフィコ横

浜で開催された、全国学生協動サミットに参

加した。交流会では、他大学の学生と教職員

と意見交換を行い、プレゼンテーションでは、

総合図書館、工学部図書館の学生協働の活動

についてそれぞれ事例報告を行った。 

 

（左）展示用のPOPを作成中（総合図書館） 
（右）読書会の様子（医学部図書館）

ポスターセッション（工学部図書館）の様子 
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開館日数

入館者数

1,426

1,228

工学部
図書館

6,996

平日

計

土日祝

100,563

図書館業務統計　（平成25年度～29年度）

10,621
329,878 110,025 93,895 533,798

教職員

総　合
図書館

240

310

医学部
図書館

237

325

―　基盤統計　―

2,397

計

308,549

入館

学生

学外者

計

14,333 8,234

70 88

計

購入

寄贈

その他 65

寄贈 923 103

―　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 5,863 174 115
5,874

0 264

1,365

計

図書
(冊）

和書

洋書

計

2,008

199

洋雑誌

1,307,792 162,009 158,534 1,628,335

図書受入数
（和洋区分別）

図書受入数
（受入区分別）

11,657 1,510 1,924 15,091

11,657 1,510 1,924 15,091
6,921 1,317 1,710

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

89,817 100,941 1,157,498
72,282 57,593 470,927

17,891 2,159 1,406 21,456
6,198 2,158 1,568

341,052

蔵書数

受入数

雑誌
（冊子種類数）

計 24,089 4,317 2,974 31,380

和書 9,993

洋書

和雑誌

292

計 1,743 221 161 2,125

9,948
128 214 4,8794,537

1,725 13,083
1,664 145 199

9,924

総　合
図書館
966,740

雑誌受入数
（冊子和洋別）

和雑誌

11 1,252 0 1,263
提供数

（有料契約分）

国内誌

1,496 193 144 1,833

洋雑誌 247 28 17

6,152

計

雑誌受入数
（冊子受入別）

購入 807 112 115 1,034
46

計 1,743 221 161 2,125

1,072

その他 13 6 0 19

2,978

7,415115

88,520 497,632
25,545

―

304 ―

65 ―

239

1,592  1,600 
1,614  1,624 1,628 

H25 H26 H27 H28 H29

（千冊）蔵書冊数の推移

18,402 
20,540  19,608  17,827 

15,091 

H25 H26 H27 H28 H29

図書受入数の推移

367,446

540,560
570,787 562,003

533,798

H25 H26 H27 H28 H29

入館者数の推移

2,630  2,742 
2,448 

2,239  2,125 

14,848 

11,236  11,208 

11,505 

7,415 

H25 H26 H27 H28 H29

雑誌受入種類数の推移
冊子 電子
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※ 登録数は、各年度毎のメタデータ登録数

42
国外 0 0 0 0

計 527 10 579

169 1,912

総　合
図書館

医学部
図書館

工学部
図書館

計

410 9 37 456
国内ほか 117 1 5 123

現物貸借
（受付件数）

国内大図 295 10 15 320
国内ほか 164 3 3 170

国外 0 0 0 0
計 459 13 18 490

現物貸借
（依頼件数）

国内大図

650 97 1,558

文献複写
（依頼件数）

国内大図 1,028 642 149 1,819

国内ほか 51 22 20 93

国外 0 0 0 0

計 1,079 664

文献複写
（受付件数）

国内大図 761 543 77 1,381
国内ほか 48 107 20 175

国外 2 0 0 2

計 811

相互協力

貸出冊数
（身分別）

総　合
図書館

医学部
図書館

工学部
図書館

計

学生 46,375 8,879 12,524 67,778

教職員 5,096 1,819 2,118 9,033

学外者 1,358 204 608 2,170

貸出

10,902

リポジトリ
H２６ H２７ H２８ H２９

閲覧・登録数 登録 ※ 1,139 707 500 433
Ｈ２５

1,027
計

3,806

計 52,829 15,250 78,981

56,655

80,794
83,691

79,602 78,981

H25 H26 H27 H28 H29

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

H25 H26 H27 H28 H29

文献複写件数の推移

貸出 借受 貸出 借受 借受 貸出 借受 貸出 借受

H25 H26 H28 H29

現物貸借件数の推移

21,468 

22,607 

23,314 
23,814 

24,247 

H25 H26 H27 H28 H29

リポジトリ登録総数
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寄贈者 書名等 

宮原一成 (人文学部) ウィリアム・ゴールディングの読者 / 宮原一成著. -- 開文社出版, 2017.10. 

谷部真吾 (人文学部) 富山の祭り : 町・人・季節輝く / 阿南透, 藤本武編. -- 桂書房, 2018.3. 

尾崎 千佳 (人文学部) 西山宗因全集 / [西山宗因著] ; 西山宗因全集編集委員会編 ; 第 6巻 解題・索引篇. -- 八

木書店, 2017.4. 

平野芳信 (人文学部) 村上春樹 / 平野芳信著. -- 勉誠出版, 2011.3.(日本の作家 100 人 . 人と文学). 

野坂昭雄 (人文学部) 西日本女性文学案内 / 西日本女性文学研究会 [編]. -- 花書院, 2016.2. 

荒木一視 (教育学部) 救援物資輸送の地理学 : 被災地へのルートを確保せよ / 荒木一視 [ほか] 著. -- ナカ

ニシヤ出版, 2017.11. 

荒木一視 (教育学部) 近代日本のフードチェーン : 海外展開と地理学 / 荒木一視著. -- 海青社, 2018.3. 

河村誠治 (経済学部) 観光経済学の原理と応用 / 河村誠治著. -- 新版. -- 九州大学出版会, 2008.5. 

松田温郎 (経済学部) 小売商のフィールドワーク : 八百屋の品揃えと商品取扱い技術 / 松田温郎著. -- 碩学

舎, 2017.3. 

西山慶司 (経済学部) 公共部門の評価と管理 / 山谷清志編著. -- 晃洋書房, 2010.4. 

西山慶司 (経済学部) ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス / 山本啓編. -- 法政大学出版局, 2008.2.

朝水宗彦 (経済学部) 観光政策 Informix / 山口大学経済学部観光政策学科 ; 第 5 回 [平成 24 年度] - 第 10

回 [平成 29 年度]. -- 山口大学経済学部, 2012-. 

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 6 版. -- 柏木芳美, 

[2017.9]. 

藤原まみ 

 (国際総合科学部) 

アメリカ作家の理想と現実 : アメリカン・ドリームの諸相 / 里見繁美, 池田志郎編著. 

-- 開文社出版, 2006.10. (開文社叢書 ; 14). 

藤原まみ 

 (国際総合科学部) 

食べて、祈って、恋をして = Eat pray love / 八尋春海 [ほか] 訳. -- フォーインスクリ

ーンプレイ事業部 (発売), 2014.11.(Screenplay ;  170 . 名作映画完全セリフ集). 

藤原まみ 

 (国際総合科学部) 

ハーン曼荼羅 / 西川盛雄編著. -- 北星堂書店, 2008.11. 

藤原まみ 

 (国際総合科学部) 

ラフカディオ・ハーン : 近代化と異文化理解の諸相 / 西川盛雄編. -- 九州大学出版会, 

2005.7. 

藤原まみ 

 (国際総合科学部) 

ハーンのまなざし : 文体・受容・共鳴 / 坂元昌樹, 西槇偉, 福澤清編. -- 熊本出版文化

会館. 2012.3 

藤原まみ 

 (国際総合科学部) 

先生が薦める英語学習のための特選映画 100 選 / 久米和代 [ほか] 著 ; 大学生編. -- 

フォーインスクリーンプレイ事業部 (発売), 2017. 

山本晴彦 

 (創成科学研究科) 

帝国日本の気象観測ネットワーク / 山本晴彦著 ; 4: 樺太庁 , 5: 南洋庁 . -- 農林統計

出版, 2017. 

山本晴彦 

 (創成科学研究科) 

日本気候百科 / 日下博幸, 藤部文昭編集代表. -- 丸善出版, 2018.1. 

平成29年度 本学関係教員著作寄贈図書 
（2017年4月1日～2018年3月31日） ※敬称略 
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寄贈者 書名等 

林透 (大学教育センター) ライト・アクティブラーニングのすすめ / 橋本勝編. -- ナカニシヤ出版, 2017.12. 

田畑直彦 

 (埋蔵文化財資料館) 

中近世陶磁器の考古学 / 佐々木達夫編 ; 佐々木達夫 [ほか執筆] ; 第 6 巻. -- 雄山閣, 

2017. 

阿部泰記 (名誉教授) 日本歴代「王昭君」故事 / 阿部泰記編著. -- 阿部泰記, 2018.3. 

岡村康夫 (名誉教授) シェリング哲学の躓き : 『世界時代』の構想の挫折とその超克 / 岡村康夫著. -- 昭和

堂, 2017.3. 

山口大学時間学研究所 物語と時間 / 時間学の構築編集委員会編集. -- 恒星社厚生閣, 2017.6.(時間学の構築 / 

山口大学時間学研究所監修 ; 2). 
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◆山口県図書館協会等 

平成 29 年度 会議・研修・人事等 
 
◆会議（学外） 

29.4.20-21 第 65 回中国四国地区大学図書館協議会総会／第 44 回国立大学図書館協会中国四国地区協会総会（於 松山市立

子規記念博物館） 

29.6.22-23 第 64 回国立大学図書館協会総会（於 TKP ガーデンシティ千葉） 

29.10.19-20 第 58 回中国四国地区大学図書館研究集会（於 山口大学大学会館） 

29.11.16 平成 29 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 広島大学） 

29.11.16-17 第 53 回日本医学図書館協会中国・四国地区会総会（於 島根大学） 

29.12.1 平成 29 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） 

29.12.1 平成 29 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） 

30.2.21 平成 29 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） 

29.5.30 平成 29 年度第 1 回図書館専門委員会 29.10.6 平成 29 年度第 4 回図書館専門委員会 

29.6.2 平成 29 年度第 1 回総合図書館部会 29.10.20 平成 29年度第3回医学部図書館部会（メール審議）

29.7.10 平成 29 年度第 1 回医学部図書館部会 29.11.28 平成 29 年度第 5 回図書館専門委員会 

29.7.14 平成 29 年度第 1 回工学部図書館部会 29.12.26 平成 29 年度第 6 回図書館専門委員会 

29.7.31 平成 29 年度第 2 回図書館専門委員会 30.2.5 平成 29年度第4回医学部図書館部会（メール審議）

29.8.9 平成 29 年度第 3 回図書館専門委員会 30.2.8 平成 29年度第5回医学部図書館部会（メール審議）

29.8.17 平成 29 年度第 2 回医学部図書館部会（メール審議） 30.2.28 平成 29 年度第 7 回図書館専門委員会 

29.8.29 平成 29 年度第 2 回工学部図書館部会（メール審議） 30.3.30 平成 29 年度第 8 回図書館専門委員会 

 
◆研修 

 
 

29.6.7-8 NII 国立情報学研究所学術情報基盤オープンフォーラム 2017（於 一橋講堂）参加者：川上 誠 

29.7.14 JUSTICE 電子資料契約実務研修会 in 広島（於 広島大学）参加者：隆野 美雪，近藤 由希子  

29.9.6-7 大学図書館コンソーシアム連合 2017 年度版元提案説明会（於 一橋講堂） 
参加者：日高 友江，隆野 美雪，近藤 由希子 

29.9.28-29 平成 29 年度図書館等職員著作権実務講習会（於 京都大学）参加者：和田 祐子 

29.9.29 平成 29 年度第 1 回報告書データベース作成に関する説明会（於 奈良文化財研究）参加者：川上 誠 

29.10.19-20 平成 29 年度レファレンス・サービス研修（於 国立国会図書館関西館）参加者：的場 百花 

30.2.20 平成 29 年度国立大学図書館協会地区協会助成事業（中国四国地区）ワークショップ（於 岡山大学） 
参加者：石田 暁寛，川上 誠，隆野 美雪，松原 花梨，的場 百花 

29.5.18 平成 29 年度第 1 回山口県図書館協会理事会（於 山口県立山口図書館） 

29.6.27 平成 29 年度第 1 回山口県大学図書館協議会幹事会（於 山口大学） 

29.6.27 平成 29 年度山口県図書館協会総会（於 山口県立山口図書館） 

29.7.24 第 21 回山口県大学図書館協議会総会（於 山口県立大学） 

29.8.9 平成 29 年度第 2 回山口県大学図書館協議会幹事会（メール審議） 

29.12.5 平成 29 年度第 3 回山口県大学図書館協議会幹事会（メール審議） 

30.2.9 平成 29 年度第 4 回山口県大学図書館協議会幹事会（メール審議） 

30.3.14 平成 29 年度第 2 回山口県図書館協会理事会（於 山口県立山口図書館） 
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◆人事 

29.4.1 

併任 情報環境部学術情報課副課長 金重 幾久美 （情報環境部学術情報課副課長） 

 （情報環境部学術情報課利用者サービス係長併任）  

昇任 情報環境部学術情報課情報サービス係長 日高 友江 （情報環境部学術情報課情報管理係主任) 

新規採用 情報環境部学術情報課 和田 祐子  

配置換 情報環境部学術情報課医学情報係主任 石田 暁寛 （教育学部主任） 

配置換 医学部主任 島津 有希 （情報環境部学術情報課総務係主任） 

配置換 情報環境部学術情報課総務係 近藤 由希子 （工学部会計課） 

人事交流 総務部人事課付 

（東京大学附属図書館情報サービス課資料整備係長） 

木越 みち （情報環境部学術情報課情報サービス係長）

人事交流 総務部人事課付 

（東京外国語大学総務企画部学術情報課） 

岡﨑 聡志 （情報環境部学術情報課資料契約係） 

    

29.7.1    

昇任 情報環境部情報企画課情報企画係長 中村 和博 （情報環境部学術情報課企画連携係主任） 

配置換 情報環境部学術情報課専門職員 西垣 昇治 （情報環境部情報企画課情報企画係長） 

    

29.12.15 

併任 情報環境部長 山根 信二 （情報環境部長） 

 （総務部特命担当部長（吉田地区学部事務部再編担当）併任）  

 

30.1.1 

帰任 情報環境部学術情報課 岡﨑 聡志 総務部人事課付 

（東京外国語大学総務企画部学術情報課） 

    

30.3.31    

辞職  香川大学 叶井 貫一郎 （情報環境部学術情報課長） 
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