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■ 開館時間

月曜～金曜 　　　　　　　　　　　　　　　８：３０～２１：３０

　（休業期）　　　　　　　　　　　　　　　９：００～１７：００

土曜・日曜・祝休日　　　　　　　　　　　　１０：００～１７：３０

　（休業期は休館）

■ 休 館 日

休業期の土曜･日曜・祝休日　　

年末・年始（１２月２９日～１月４日）

定例図書整理日（偶数月の第４水曜日）

特別整理期間（８月中旬・３月下旬）

■ 一般市民へのサービス

館内閲覧　

コピーサービス

レファレンスサービス(所蔵調査等）

館外貸出(図書館利用証の発行)

         Library Hours

              Monday - Friday・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                During University Vacations・・・・・・・・・・・・・・・・

                             Saturday, Sunday and National Holidays

                               Closed during University Vacations

         Closed Days

                                                  Saturday, Sunday and National Holidays during University Vacations

                                                           December 29th through January 4th

                                                                         Fourth Wednesday on even-numbered months

                                                               Concentrated Maintenance Period (mid-August and late March )

                                       Services for the Public

          Reading inside the Library

                       Copy Service

                                                                 Reference Service

                                                           Lending Books

＜医学分館＞  Medical Library

         Library Hours

              Monday - Friday・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                             Saturday, Sunday and National Holidays

         Closed Days

                                                          December 28th through January 4th

                                                                       August 13th through 15th

                                                                      Certain Days Specified by the Director of Medical Library

                                       Services for the Public

          Reading inside the Library

                       Copy Service

                                                                 Reference Service

                                                           Lending Books

■ 開館時間

月曜～金曜 　　　　　　　　　　　　　　　９：００～２０：００

土曜・日曜・祝休日　　　　　　　　　　　　１０：００～１６：００

■ 休 館 日

年末・年始（１２月２８日～１月４日）

夏季一斉休業日（８月１３日～８月１５日）

その他医学分館長が必要と認めた日

■ 一般市民へのサービス

館内閲覧　

コピーサービス

レファレンスサービス(所蔵調査等）

館外貸出(図書館利用証の発行)
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S H I M A N E  U N I V E R S I T Y  L I B R A R Y

　島根大学は、社会の発展と進歩に貢献するため、豊かな人間性と専門性を身につけた人材の養

成を使命とし、創造性ある研究の促進や地域連携を推進しています。（「島根大学憲章」より）

　附属図書館は、この理念のもとに、島根大学における学習、教育、研究を支援するための基盤施

設として学術情報の収集、提供に努め、また、地域や国際社会との連携をすすめ、地域に根ざし、社

会に貢献できる図書館を目指します。

学生の学習を支援するため、充実した資料や学習環境の整備に努めます。

        On our mission of developing personnel with rich sense of humanity and necessary expertise, Shimane University promotes 
creative studies and enhances a regional cooperation to contribute to the regional society. (Shimane University Charter)
        As a learning, educational, and research center of the university, Shimane University Library aims to collect academic resources 
and provide them to all users.  We intend to be a library making a social contribution in local and global interactions.
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Philosophy
島根大学附属図書館の理念

Enhancing resources and the learning environment for student support

1．学習支援のための資料提供と環境整備

人材育成に深く関わる教育を支援するため、学内の教育研究プログラムと連携した資料やサービ

スの提供を行います。　

Providing resources and service for educational support

2．教育支援のための資料提供とサービス

多様な分野の特色ある高度な研究を支援するため、国内外の学術情報の収集整備に努め、これら

を効率的に利用できる電子図書館機能を充実します。

Maintaining advanced e-resources for research support

3．研究支援のための学術情報整備

地域に開かれた図書館として、資料提供、連携企画、情報発信等を積極的に行い、地域の学術情報

拠点としての役割を果たします。　

Cooperating with local communities as an academic information center

4．地域の学術情報拠点としての連携協力

国内外の機関との相互協力や、学術リポジトリ、デジタル・アーカイブシステムなどを通じ、大学

の学術研究成果や貴重資料を世界に向けて発信し、学術コミュニケーション活動へ貢献します。

Contributing to public by sharing digitalized study results and special materials 

5．学術コミュニケーションへの貢献

地域性や大学の特色を生かした企画、運営をすすめ、自らマネージメントできる創造的な図書館

を目指します。

表紙解説
“Japanese Homes and their Surroundings, 1886” 

“The American Diary of a Japanese Girl, 1902”

“Sketches of Japanese Manners and Customs, 1867”

　19世紀後半から20世紀初頭において西洋を魅了した日本文化、その影響

を受けたジャポニスム小説の中には、日本情緒あふれる美しい装丁や挿絵

を使用したものが多い。　（医学分館西東文庫所蔵）

Challenging to be a unique and innovative library

6．特色ある図書館を目指して

附属図書館長　　平川　正人



S H I M A N E  U N I V E R S I T Y  L I B R A R Y沿 革

S24.05.

Shimane University Library was founded.

島根大学設置と同時に、包括
校である松江高等学校図書
課（松江市）、島根師範学校男
子部図書課（松江市）、島根師
範学校女子部図書室（浜田
市）及び島根青年師範学校図
書室（出雲市）を引継ぎ発足

S25.04. 出雲分教場図書係を附属図
書館松江分館に統合

S49.01.
Library journal, “Toshokanjoho” was first issued.

図書館報「図書館情報」を創刊

S51.04. 仮校舎（出雲市大津町）に閲
覧室を仮設し開館

S51.05. 本校舎（出雲市塩冶町）に移転

S54.03.
Library building was newly built.

図書館棟を新築

S54.10.
Shimane  Medical University Library joined 
“Japan Medical Library Association”.

日本医学図書館協会に入会

H01.04. 開館時間外特別利用（24時
間開館）を開始

H04.05.

Saturday Open started.

週休2日制に伴う土曜開館
を開始

H12.08. 外部評価を実施

H13.03. 入退館管理システムを導入

H16.02. 図書館報「淞雲」を創刊

H16.04.

National University Agency Shimane University 
was founded.

国立大学法人島根大学附属
図書館となる

H19.02. 島根県立図書館及び松江市
立図書館との相互協力協定
を締結

S59.12. 附属図書館（鉄筋コンクリー
ト造3階建、一部4階建、書庫
8層）を増築

H07.06. 「図書館情報」を「松風」と改題

S27.03. 浜田分館を附属図書館松江
分館に統合

S31.10. 附属図書館松江分館を、附属
図書館教育学部分館と名称
変更

S36.03. 附属図書館教育学部分館を
本館に統合

H09.10. 学術情報係を1階に統合し、
サービス部門を一元化

H19.06. 平成19年度国立大学図書館
協会賞を受賞

H13.04.
Archaeological  Collection Room was set.

遺跡資料室を設置

日曜開館を開始

H10.09.
“Shimane Regional Library Liaison Meeting” was 
established.

島根地域図書館連絡会を設立

H10.10.
Internet Floor was set in use.

インターネットフロアを設置

H02.08.

Shimane Medical Library Meeting was established.

島根県医療関係機関等図書
館（室）懇談会を設立

H06.04.

24 hours Entrance Monitor System and Book 
Circulation System were installed.

24時間自動入退館／貸出・
返却システムを導入

H09.04.
Holidays Open started.

日曜・祝日開館を開始

H15.02.
Automatic Book Circulation System was installed.

図書自動貸出返却装置を導入

Mutual Contract Agreement was made with 
Gyoensang National University, Korea.

大韓民国慶尚大学校図書館
と交流協定締結

H15.10. 島根大学と島根医科大学が
統合し、附属図書館は本館と
医学分館となる

H15.02. 図書館セミナー室を設置

H17.10. 本館において「教育者として
の小泉八雲」を開催

医学分館において「島根にもた
らされた華岡流医術」を開催

H17.11. 本館において「絵図の世界」
を開催

H18.01.

Main Library sponsored “Library Book Reuse 
Market”

本館において第1回図書館
蔵書リユース市を開催

H18.02. 本館において情報メディア
ルーム、第2貴重資料室、八雲
文庫室を設置

医学分館において大森文庫
室を改修

H18.08. 『絵図の世界』を刊行

H18.10. 医学分館において「在村医の
画人的素養」を開催

H18.11. 『教育者ラフカディオ･ハー
ンの世界』を刊行

H19.10. 医学分館において「江戸時代
後期、郷土で活躍した医師」
を開催

H19.11. 出雲市立図書館及び島根県
立大学短期大学部出雲キャ
ンパス図書館との相互協力
協定を締結

合同企画による「出雲国に伝
播した華岡流医術とその時
代」を開催

H20.03. 『華岡流医術の世界』を刊行

H20.04. 島根県大学・高等専門学校
図書館協議会を設立

H19.12. 医学分館の耐震改修工事が
完了

H20.08. 合同企画による「出雲にもた
らされた華岡流医術の世界」
を開催

H20.10. デジタル・アーカイブシス
テムの運用を開始

合同企画による「アメリカの
ラフカディオ」を開催

S40.03.

Common building for 
University Library, Law 
and Literature Department 
and stack was built.

附属図書館及び人
文社会科学研究室
棟（鉄筋コンクリー

S41.05.

Daichidoron  (Vol62 and Vol67) were designated 
as Prefecture Material Cultural Asset.

紙本墨書「大智度論」巻62、
巻67が島根県有形文化財に
指定

S42.10.

Materials were transferred from Shimane 
Prefecture, after the nationalization of Shimane 
Prefectural College of Agriculture.

島根県立島根農科大学の国
立移管に伴い図書を移管

1949～

1970～

1990～ 2000～ 2004～ 2007～

旧島根大学
附属図書館

旧島根医科大学
附属図書館

島根大学
附属図書館発足

ト造4階建）、書庫
（鉄筋コンクリー
ト造5階建）を新築

Shimane University Library was founded.

S53.01.

New Library building was built.

附属図書館（鉄筋コンクリート
造3階建、一部4階建）を新築

Library journal,“Shoun” was first issued.

Library Seminar Room was set.

2

History

3

History
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本　　館  Main Library

Historic map of Matsue at Horio Period

　松江城築城と松江城下町の建設が完成した慶長16（1611）年から9年

ないし22年経過した時期に作成されたと推定され、建設当初の松江城下

町のプランや、近世初頭の城下町建設の構造的意図を分析する上で貴

重な絵図である。本学の絵図コレクションの中核をなす史料である。

         In the early 17th century, the castle and the town of Matsue were built and 

founded by the ruler Yoshiharu Horio. This map was drawn approximately 1620 

to 1633 and is a rare material to study the structural intension of the town. It is one of 

the most highly regarded map collection of Shimane University Library.

Kuwabara Collection

　明治の先覚的な社会事業家であり、浮世絵や彫金など美術工

芸の研究家としても著名な松江市出身の桑原羊次郎氏の旧蔵

書及び自著、3,083冊からなるコレクションである。主に郷土関係の

資料からなるが、あらゆる分野が含まれている。「嫁入本」と通称

される歌書や出雲国名所歌集、国絵図を始めとする絵図群、出雲

国風土記抄など貴重な資料がある。

      The collection consists of 3,083 volumes of traditional Japanese arts and 

crafts which were written or collected by Yojiro Kuwabara in Meiji era.

Daichidoron

　大 智 度 論

　天平6（734）年に書写された石山寺一切経中「摩訶般若波羅

蜜経」の注釈書で、全百巻のうち巻62、67の2巻を所蔵している。

後（天安2（858）年）に本文に付された訓点の一種である白点は、

その時代に中国語をどのように翻訳していたか知る上でも貴重な

史料である。1966（昭和41）年に島根県の有形文化財に指定さ

れた。

        The ancient annotated copies (734 AD) of Buddhist scriptures are part of 

“Issaikyo Collection”. The Library holds Vol. 62 and Vol. 67, and both were 

designated as Prefecture Material Cultural Asset in 1966.

Lafcadio Hearn’s letters

　小泉八雲書簡

　八雲（1850-1904）が英語教師として教鞭をとった松江中学校（島

根県尋常中学校）の教頭であった西田千太郎（1862-1897）に宛

てた自筆書簡45通と付属資料からなる。八雲は、西田が没するま

で深い信頼関係に根ざした交友を続け、松江から熊本、神戸・東

京へと居を移した後も多くの書簡が取り交わされた。「八雲文庫」

の中核をなす資料である。

        The letters were written by Koizumi Yakumo (Lafcadio Hearn) to Nishida 

Sentaro, the vice-principal of Matsue Middle School (then Shimane Normal 

Middle School), where Yakumo was teaching.

Certificate of Merit, confirmed by von. Siebold

　神門郡荻原村（現在の出雲市荻杼町）の医師西山砂保が、文

政8（1825）年～文政9（1826）年に長崎鳴滝塾で医学修業を行っ

た際に、シーボルトから高弟湊長安を介して授与された修業証書と、

長崎までの他藩通鑑状及び宗門証状からなる。同様の修業証書

は、早稲田大学（岡泰安に与えられたもの）とシーボルト記念館（高

良斎に与えられたもの）に残るのみである。

       The certificate was presented to a Shimane local doctor, Nishiyama, who 

studied under instruction of von. Siebold. The permission paper for trip and 

the religious identification of Nishiyama are also contained.

Historical Materials on Iwami Silver Mine Site

　石見銀山周辺村落史料

　石見銀山周辺村落史料として、次の文書群がある。

●熊谷家旧蔵文書<大田市大森町>（宝暦12年～大正7年）   731点

　石見銀山附幕府領を治めた大森代官所の、掛屋・用達を務めた熊谷家の旧蔵文書である。

●坂根家旧蔵文書<大田市川合町忍原>（宝永4年～明治2年）　757点

　銀山のための間歩用材や木炭を供給する銀山御囲村・炭方村に指定されていた忍原村で、代々
庄屋を務めた坂根家の旧蔵文書である。

●林家旧蔵文書<大田市五十猛町>（天文8年～明治26年）　606点

　五十猛大浦で蔵宿を務めた廻船問屋林家の旧蔵文書で、毛利元就・隆元の「感状」など戦国時
代の文書も含まれるが、多くは江戸時代後期の大浦湊の「御用留」「諸廻船客帳」や、「五十猛村
上組庄屋」関係文書である。

        This collection contains 2,094 items of documents and materials related to Iwami Silver Mine Site.

Hori Collection

　堀 文 庫

　島根県津和野町の堀幸清氏の旧蔵書である堀文庫は、1,818冊に及ぶ江戸小説のコレクションで、

主に「読本（よみほん）」（版本）と「実録」（写本）からなる。堀家は江戸時代初期から大規模な鉱山

経営を展開し、明治以降、地元の殖産・教育等に尽力したことで知られる。堀文庫の書籍群は、江戸か

ら明治期にかけて津和野で営業した貸本屋で使用された書籍で、何らかの経緯で堀家に伝えられた

ものである。特定の貸本屋の書籍がこれほどまとまって残る例は少なく、貴重である。

       1,818 volumes of novels which introduce the reality of Edo era were collected by the ruler of Tsuwano, the Hori’s 

family.

Original Collections & Valuable Materials

Original Collections & Valuable Materials

Original Collections &
Valuable Materials

特殊コレクション・貴重資料

元和6年～寛永10年 <1620～1633>
　堀尾期松江城下町絵図

　桑 原 文 庫

　シーボルト授与の修業証書
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医学分館  Medical Library

Si Ku Quan Shu
(Ancient Chinese Books collected by the Emperor)

　景印文淵閣四庫全書

　四庫全書は、中国清朝の乾隆帝の勅命により1772年から10年

の歳月をかけて中国全土の書物を収集し、経・史・子・集の4部に

分類整理した漢籍の一大叢書である。7セットつくられたうちの１つ

が紫禁城内の文淵閣に収められた。その他のものも国内各地に

蔵させたが、多くはアヘン戦争などの騒乱により焼失、散逸した。

文淵閣の蔵書は1949年に台北市の故宮博物院に移され、その後

1983年に台湾商務印書館により影印刊行が開始された。3,457種、

36,000余部、巻数にして79,000余巻の書物が1,500冊に収められ

ており、まさに中国の至宝である。

        These printed Chinese books were originally collected by the Emperor 

of “Shin” of China in 18th century. The original collection is stored in Kokyu 

Museum in Taiwan.

Oomori Collection

　大 森 文 庫

　安来市大森家旧蔵史料、約600冊の古医書を中心とする史料群である。江

戸時代後期、大森泰輔は紀州華岡家（春林軒及び大坂合水堂）に医学修業

に赴き、青洲口述の医書を多数筆写した。また、全身麻酔による手術の様子を

はじめ、在塾中に見聞きしたことを詳細に記した日記を大量に遺した。その後、

娘婿、息子も華岡家に学んでおり、遺された史料は華岡流医術にとどまらず、出

雲国における医療活動の実態を知る上でも非常に貴重なものである。

      The collection was donated by a local medicine’s family, Oomori whose ancestor is 

known for performing the first mastectomy surgery under general anesthesia.

Others

●竹崎文庫　農学関係資料　約17,000点

●田中文庫　農学、経済史関係資料　約8,000冊　　

●海野文庫　漢籍、国書　1,061冊

●天野文庫　農学関係資料　485冊

●八束郡美保関町片江「寺本家旧蔵文書」　御用日記、木綿改帳、人別差引算用帳など　481点

●富山大学所蔵「ヘルン文庫」マイクロフィルム版（1988（昭和63）年度 大型コレクション）　

●ドイツ最高裁判所全判例集（1980（昭和55）年度 大型コレクション）　　

●フランス法令集（1992（平成4）年度 大型コレクション）

Others

その他の資料

●解剖学教育ビデオ集成（1993（平成5）年度 大型コレクション）

Seito Collection 

　西 東 文 庫

　Westernization of Japan （江戸から東京へ：西洋から見た日本の近

代化）をテーマに蒐集された、全827冊からなるコレクションである。大部分

が1800年代後半から1900年代前半に出版されたもので、『大君の都』(Sir 

Rutherford Alcock)、『菊と刀』(Ruth Benedict)、『怪談』(Lafcadio 

Hearn)など多数の初版本を擁する。文庫名はゲーテの西東詩集(West-

Ostlicher Divan) に因んで命名したものである。

       Materials on the westernization of Japan were issued from late 19th through early 

20th, which was named after West-Ostlicher Divan by Shimane University. The main 

contents are the first issues of “The Capital of the tycoon (Sir Rutherford Alcock)”, “The 

Chrysanthemum and the Sword (Ruth Benedict）”, and “Kwaidan (Lafcadio Hearn)”

（1988（昭和63）年度 大型コレクション）

貴重資料：歴史・地理系専門部会

貴重資料：国書・漢籍系専門部会

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）専門部会

大森文庫・古医学書・西東文庫専門部会

教科書資料活用専門部会

電子図書館推進専門部会

歴史・地理系の貴重資料の電子化やアーカイブによる調査支援

語学・文学系の貴重資料の調査、メタデータ作成や電子化を推進

小泉八雲関連資料の収集と常設展示

ハーンデータベース管理

米国の新聞記者時代の記事の収集とデジタル化の推進

大森文庫史料の電子化

西東文庫資料の調査・評価とアーカイブによる利活用、企画展示　

島根師範学校時代から継承した教科書資料の分類・整理

最新のIT技術によるデジタル・アーカイブ管理・運用・機能改善

シラバスデータベースの構築と管理

学術情報リポジトリシステムの管理とコンテンツの拡大

次世代システムの調査

図書館情報システムの更新

Project on History and Geography

Project on national and Chinese Literature

Project on Lafcadio Hearn

Project on Oomori Collection, ancient medical materials, and Seito 
Collection

Textbook Project

Electronic library project

Digitalization of valuable collections on history and geography to support research activities

Research on linguistic and classic collections, and promotion of their digitalization and meta-data creation

Collection and exhibition of Hearn materials

Management of the database on Lafcadio Hearn

Collecting newspaper articles written by Hearn and their digitalization

Digitalization of Oomori Collection

Research and digitalization of Seito Collection, and holding events

Categorization of old textbooks inherited from Shimane Normal School

Research and management of advanced digital archive system

Cooperation with syllabus database

Promotion of Academic Information Repository

Research on next generation library systems

Replacement of the library information processing system

Research &
Development
Groups

Research & Development Groups

      “Shimane University Library Research and Development Groups” started 
in 2006 to expedite the beneficial use of library collections by enhancing 
electronic library functions. Several groups with different themes run with the 
cooperation of local professionals as well as university faculty. The outcomes are 
provided to public through our digital archive contents and repository system.

Exhibition and lecture on Oomori Collection

Publication of “The World of Dr. Hanaoka’s Medicine”

Categorization, analysis, evaluation and digitalization of valuable materials

Research and digitalization of local valuable materials as a part of promoting projects

Opening of a Digital Archive System

Exhibition, lecture, and symposium on Oomori Collection and Lafcadio Hearn

Six projects in progress

2008（平成20）年度

2009（平成21）年度

●大森文庫の企画展示、講演会開催

●「華岡流医術の世界」出版

●貴重資料の整理、分析・評価及びデジタル画像化　　

●島根地域における貴重資料の調査、電子化及び公開推進プロジェクトによる資料の電子化・利用支援

●デジタル・アーカイブシステムの構築、運用開始

●大森文庫及びラフカディオ・ハーンの企画展示、講演会、シンポジウム開催

●6つの専門部会により諸課題に対応

2009（平成21）年度 研究開発室概要 Plans for 2009 Fiscal Year

Original Collections & Valuable Materials

特殊コレクション・貴重資料

（1985（昭和60）年度 大型コレクション）

　その他の資料

　電子図書館機能の推進により、所蔵貴重資料の教育・

研究活動への利活用を促進するため、2006（平成18）年

度に「附属図書館研究開発室」を設置した。中期目標・

中期計画に掲げる諸課題に対応するため、テーマ毎の

専門部会を設置し、作成したデジタルコンテンツや研究

成果物は、デジタル・アーカイブシステムやリポジトリシス

テムにより公開している。

2007（平成19）年度
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Digital Archive

        Shimane University Library has been working on developing a “Digital Archive System” aiming at contributing 
to the research and education by proper management of collecting and storing of historical materials in digital forms. 

　デジタル・アーカイブシステムは、学内外の歴史的・学術的な貴重資料や地域史

料などをデジタル画像として収集、蓄積・保存し、大学や地域社会における調査、研

究、教育活動に提供することを目的としている。紙媒体の資料を中心とした資料価

値の高い古典籍、古文書、絵図、写真類のデジタル画像データのうち、検索用のメタ

データが有効に利用できるものを収録対象としている。

　資料のメタデータを提供する検索サーバ、電子化資料本文

を提供する画像サーバ、オリジナル電子化データのバック

アップを管理するストレージにより構成される。絵図など画

像サイズの大きな資料は、画像サーバソフトによりfpx形式

で、古典籍、古文書等の冊子資料はPDF形式で提供している。

        The system consists of Search Server, Image Server, and the Backup Storage. Users can 

utilize digitalized materials through the net. Visual materials, such as pictures, are provided 

in fpx format, while textual materials, such as ancient books and documents, are provided 

in PDF format.

　本学で所蔵する貴重資料のほか、地域の寄託資料、調査中

の資料などを含め、約50,000件（2009年1月現在）の画像デー

タを収録している。

　画像データは、附属図書館ホームページ上にキーワード

検索とコレクション・リストから選択して利用する方法を

用意している。限定公開の“認証利用コンテンツ”の利用に

ついては、予め申請が必要である。

      The digital archive stores 5,000 digital materials (as of January 2009) including 

university collections and deposited local collections.

        Users are allowed to access the contents by using keywords or collection lists on 

the Library website menu. Prior application is required to view limited contents.

　利 用 促 進

　メタデータとリンクしたデジタル画像データをネットで直接利用

できるため、貴重書の利用促進を図ることができる。

システム概要

機能・特徴  Functions

Promoting access to materials

コンテンツ収録状況と利用方法  Contents and Application

　公開ステータス管理

　コンテンツの内容、状況に応じて公開ステータス（学外／学内／館

内／認証利用／非公開等）を管理できるため、一般公開ができない調

査・研究途中の資料についても個別対応ができる。

Access control

　共同調査・研究支援

　ユーザ確認により、学外の共同研究者を含む研究グループが、同時

に同じアーカイブ資料を使って調査研究を進めることができる。

Support for joint research and study

　地域資料アーカイブ

　地域の図書館、資料館や個人が所蔵する資料をデジタル化して

アーカイブすることにより、貴重な学術資料の発掘、調査、利用が促

進され、地域の文化遺産を広く共有することができる。

Information sharing

　保 存 対 策

　利用イメージ

　高精細なデジタル画像を代替利用することで、資料の劣化や損傷

が回避できる。

Preservation

　権 利 処 理

　地域の図書館等が所蔵する資料については、所有者や著作権者と

の間でデジタル画像化の権利、利用や公開の範囲について覚書を取

り交わし、適正な管理を行っている。

Legal treatment

●学内コンテンツ

　桑原文庫（絵図、歌書、歴史・地理・工芸）

　小泉八雲（自筆書簡、新聞記事等）

　大森文庫（医学書、哲学・記録資料）

　堀文庫（文学）

　石見銀山領周辺村落文書（宗門改帳） など

●学外コンテンツ

　公共図書館、個人蔵資料 など

System Outline

　システム構成

インターネット

Webブラウザ
Adobe Reader

Webサーバ
専用プログラム

Iseemedia ImageServer
HDD：70GB

750GB

Adobe Photoshop等
ImageServer Tools
PDF作成ソフト

検索サーバ

検索端末 閲覧端末 処理端末 スキャナ

画像サーバ バックアップ

デジタル・アーカ
イブ閲覧システム

デジタルカメラ

●デジタル・アーカイブシステムは

調査・研究教育活動の多様なプロ

セスや成果公開など幅広くサポー

トしています。

メタデータメタデータ 画像データ画像データメタデータ 画像データ

教育・研究等に利活用
（画像や研究成果の利用）

本調査・研究
（本目録作成・属性付与）

画像データ
利用

研究成果利用共同調査

資料予備調査
（仮目録・電子化）

共同調査・
研究

デジタル・
アーカイブサーバ

リポジトリ
サーバ

成果登録・保存・公開
（リポジトリ〈SWAN〉）
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Academic Resource Bank

　データベースや電子ジャーナル、Web上のリソースなどを、種類や

分野ごとにカテゴライズした電子リソースのポータルサイトである。

統合検索（Search Solver）
　本学で利用できるデータベースなどの電子リソースを一括検索で

きる。

         Academic Resource Bank(ARB) is a portal site which provides categorized link 

menus of databases, electronic journals, and other databases.

      Users can comprehensively search the digital resources available at Shimane 

University.

Shimane LINKS
　検索結果から、電子ジャーナルフルテキスト、学内OPAC、文献複

写依頼画面へナビゲートする。

     Shimane LINKS lead users to the full text of electronic journal articles, University 

OPAC System, or the photo copy request menu.

電子ジャーナル（PDF）
full text of journals

OPAC

学外文献複写依頼
photo copy request menu

e-Journals Access Page A-Zリスト

　本学で利用できる電子ジャーナルを網羅的に検索できる。

        E-Journal Access Page enables users to search accessible e-journals comprehen-

sively.

　電子ジャーナルを誌名・主題・出版社等、様々なルートから検索で

き、目的のタイトルへ効率よくナビゲートする。

        E-Journals Access Page allows users to find target papers by searching electronic 

journals in terms of, for example, as title, theme or publisher.

S H I M A N E  U N I V E R S I T Y  L I B R A R Y電子リソース

E-resources

        We provide supporting systems to enable the smooth search in a great numbers of 
electronic journals and databases.

　膨大なタイトルの電子ジャーナルや多種多様なデータベー

スを効率よく使いこなせるよう、情報検索から目的の文献利

用に至るまでの一連の流れをスムーズにナビゲートする利用

支援システムを構築している。

論文を検索する

電子ジャーナルを検索する ジャーナルサイトへナビゲートする

データベースを選ぶ

文献利用へナビゲートする

利用する

10
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学術情報リポジトリ 出版事業

Shimane Uni.
Web Archives of
Knowledges

        We have been serving an institutional repository called SWAN (Shimane University Web Archives Knowledge) since April 2007. It 

offers research contributions by faculty member to public as permanent storage without any cost. This project helps to protest against 

the rapid and continuous rising price of academic journals.

　2007（平成19）年4月に公開した「島根大学学術情報リポジトリ（SWAN）」は、本学の研究者が作

成した論文等の研究成果物を、学内外に向けて無料で発信するデータベースである。

　学術雑誌価格の高騰による学術コミュニケーションの不全に対する危機感を背景に、世界的に

学術機関リポジトリを設置する動きが広まりつつある中で、SWANは本学の研究成果を世界に向

けて発信するとともに、研究成果物の永続的なアーカイブとしての役割を果たしている。

Publications

      A series of three books listed below have been published to present the 
library’s cultural activities of exhibitions, lectures and symposiums. We also 
published an information literacy textbook for students.

　所蔵するコレクションを地域に紹介した企画展示、

講演会、シンポジウムの活動成果をまとめた「～の世

界」のほか、学生の情報利用教育テキストを発行するな

ど、出版事業を展開している。

　大学評価情報データベースと連携
　　　Linkage with a faculty achievement database

　入力負荷の軽減　User Friendliness to Input

　SWANと評価データベースを双方向に連携することにより、それぞ

れの登録に対する教員の様々な要求に対し、効率的で負荷のかからない

作業環境を提供している。

　リンクリゾルバを介した文献データベースからの書誌データの取り

込み機能もその1つで、その他に、正確な誌名情報を取り込むための誌名

参照機能がある。この誌名参照は、雑誌ごとにリポジトリへの掲載許諾

情報を参照できるようになっている。また、学内の著者については著者

名典拠データベースを作成し、統一された形を取り込めるようにすると

ともに、教員業績情報との正確なリンク付けを可能としている。

       Users are supported in registration by combining the SWAN database with a faculty 

achievement database and able to check the copyright status of each journal.

SWANの特徴  Features

コンテンツの内容
Registered contents

　絵図の世界 : 
　出雲国・隠岐国・桑原文庫の絵図

　島根県における古地図の本格的

出版としては初めての試みで、絵

図18点に詳細資料を添え、フルカ

ラーで解説している。付録に、A1判

の「元和・寛永年間堀尾期松江城下

町絵図」のトレース図が付いている。

The World of Ancient Picture Map

島根大学附属図書館編
ワン・ライン　2006.8
ISBN：4948756334　149p.

●学内紀要論文　Theses in university journal

●学 術 論 文　Academic journals

●技 術 論 文　Technical papers

●学 位 論 文　Theses for degree

●会 議 資 料　Conference notes

●発 表 資 料　Presentation notes　

●雑 誌 記 事　Magazine articles

●単　行　本　Published books　

        It was the first attempt in Shimane to publish a book on ancient maps and contains 18 

colored maps with detailed data.

　教育者ラフカディオ・
　ハーンの世界 :
　小泉八雲の西田千太郎宛書簡を
　中心に

　ラフカディオ・ハーンの“教育者”と

いう側面にスポットをあてた論文集。資料編として、ハーンの講演録や島

根大学・広島大学・富山大学・東京大学・松江市立図書館などが所蔵する

ハーンの西田千太郎宛自筆書簡94通のカラー画像、翻刻、日本語訳を収録

している。

The world of Lafcadio Hearn as 
an Educator

島根大学附属図書館小泉八雲
出版編集委員会・島根大学ラフ
カディオ・ハーン研究会共編
ワン・ライン　2006.11
ISBN：4948756369　495p.

        It is a collection of manuscripts focusing on Hearn’s character as a teacher. It includes 

Hearn’s lecture note, photo copies of hand-written letters to his friend, Nishida Sentaro, 

and Japanese translation whose originals are stored in several university libraries and a 

public library.

　学術情報リテラシー　第3版 : 情報活用能力の向上のために

　附属図書館と大学の情報部門が共同で編集。パソコンやネットワークの基礎知識から、アプリケーショ

ンソフトの操作方法、学術情報を探索するためのツールの活用方法にいたるまで幅広い項目が網羅されて

おり、4月に新入生、教員に配布している。

Academic Information Literacy

島根大学『学術情報リテラシー』編集委員会編　2009.3　143p.

      The University Library and Information Division collaborated to organize a textbook to expedite the acquisition of information 

literacy. It explains the basic knowledge of computer, network, and operation and practical use of software tools for search.

　華岡流医術の世界 : 
　　華岡青洲とその門人たちの軌跡

　麻酔による乳ガン手術で著名な

江戸後期の医師、華岡青洲の門人

であった出雲国の医師大森泰輔が

書き残した古医書のコレクション

である大森文庫をもとに、華岡家の薬理麻酔による外科手術や医学修業の

様子、当時の出雲地方における最先端の医療実態などを紹介している。

The World of Dr. Hanaoka’s
Medicine

島根大学附属図書館医学分館
大森文庫出版編集委員会編
ワン・ライン　2008.3
ISBN：9784948756496　272p.

       Oomori Collection, stored in Medical Library, is a series of medical materials written in 

late Edo period, by Taisuke Oomori who was apprenticed to Seisyu Hanaoka, the first 

Japanese operator of mastectomy surgery under anesthesia. The book introduces the 

anesthetized surgery, the practices of medicine at the Hanaoka’s family, and the advanced 

medical treatment in Izumo region at that time.

SWAN～論文情報の登録

大学評価情報データベース
～教員業績情報の登録～
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島根県立図書館物流システム

相
互
利
用 出雲市物流システム

県内の公共図書館ネットワーク

島根県立
図書館

松江市立
図書館

松江高専
図書館

島根大学
附属図書館
（本館）

島根大学
附属図書館
（医学分館）

島根県立大学
松江キャンパス
図書館 

島根県立大学
出雲キャンパス
図書館島根県立大学

浜田キャンパス
メディアセンター

出雲市立
図書館

島根県大学・高等専門学校図書館協議会

大学・高専物流システム

情報発信と地域貢献

松江地区大学・高専
物流システム

職
員
の
相
互
交
流

横断検索システム 

社会連携

Public Relations 　大学図書館など地域の高等教育機関の図書館と公共図

書館が相互に連携し、より高次元のサービスを創出する

ために、館種を越えたネットワークを構築した。各館が持

つ特徴を活かして、それぞれの館が持つリソースを活用

した発展的な事業を展開しつつある。

        Libraries in Shimane region, consisted of universities, junior college and 

public libraries have been working collaboratively for higher quality of service.地域図書館ネットワーク
Local Libraries Network

企画展示・講演会
Events

Medical Doctors in Shimane at the end of Edo era

Service at Library in New Zealand

Anesthetized Surgery in Izumo

Lafcadio Hearn in America

1998（平成10）年9月

2007（平成19）年2月

●島根地域図書館連絡会設立

●島根県立図書館、松江市立図書館と相互協力

協定を締結

“Shimane Regional Library Liaison Meeting” was established.

Shimane University Library, Shimane Prefectural Library and 
Matsue Municipal Library agreed to mutual collaboration.

2007（平成19）年11月

2008（平成20）年4月

●島根県立大学出雲キャンパス図書館、出雲市
立図書館と相互協力協定を締結

●島根県大学・高等専門学校図書館協議会設立

Medical Library, Shimane Prefectural University Library (Izumo 
Campus) and Izumo City Library agreed to mutual collaboration.

Shimane Regional University and College Library Meeting was 
established.

　横断検索システム

　図書館が所蔵する資料を相互に活用するためのツー
ルとして、「島根県内図書館横断検索システム」を公開し
ている。
Users can search materials owned by other libraries in Shimane Prefecture.

Integrated Search System
　相互利用

　直接来館のほか、物流システムを利用して、県内の大
学・高専図書館や公共図書館と相互に図書の貸借を行っ
ている。
Users of each library can borrow books from other libraries.

Inter Library Loan

　これまでの主な企画展示・講演会
Recent Major Events

企画展示「アメリカのラフカディオ」

企画展示「出雲にもたらされた
　　　　　華岡流医術の世界」

講演会「アメリカのラフカディオ」

　情報発信と地域貢献

　各館が所蔵するコレクションの企画展示会や講演会・
シンポジウム等を合同で開催し、地域市民の生涯学習に
寄与している。展示会や講演会の成果は、図書として刊
行している。
       Member libraries promote exhibitions and lectures to share unique 

materials to local people.

 Providing Information to Contribute to the Local Residents
　職員の相互交流

　合同企画や共同研修企画を通じて、協定館の職員同士
の相互交流を図っている。

Staff of member libraries cooperate in promoting joint events. 

Staff Cooperation

江戸時代後期、郷土で活躍した医師－大森不明堂三楽・西山砂保－

ニュージーランドにおける図書館の学術的サービス

　　＊島根県大学・高等専門学校図書館協議会設立記念

出雲にもたらされた華岡流医術の世界
 －島根大学附属図書館医学分館「大森文庫」に学ぶ－

　　＊出雲市立図書館と合同開催

アメリカのラフカディオ

　　＊島根県立図書館・松江市立図書館と合同開催

2007（平成19）年10月　医学分館

2008（平成20）年 7月　本館

2008（平成20）年 8月　出雲市立出雲中央図書館

2008（平成20）年10月　松江市総合文化センター

        Member libraries co-host exhibitions, seminars, and symposiums 

to present our special resources to the public.  By taking advantage of 

the unique features of each library, it is our intention to support the 

lifelong learning of locals as part of our social contribution activity.

　相互協力協定に基づき、各館が所蔵する貴重資

料による展示や講演会・シンポジウム等を合同企

画として開催している。それぞれの館の特徴を活

かしながら、地域市民の生涯学習など、より地域

に根ざした地域貢献事業を行っている。

講演会「出雲にもたらされた
華岡流医術の世界」

S H I M A N E  U N I V E R S I T Y  L I B R A R Y
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Facilities Main Library

Facilities Main Library

　松江キャンパスの学生・教職員へのサービスを中心に、総合図書館として学内構成員のための

学習・研究支援サービスを展開している。また、一般市民の来館も多く、地域の学術情報拠点と

して地域貢献にも積極的に取り組んでいる。

本　　館
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Valuable Materials Room 2
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Staff Training
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     The Main Library provides service to all members in Shimane University as a general library. We also welcome public users and eager to 

promote academic progress in local communities.

情報メディアルーム

和書（旧島根農科大学）、

教科書、四庫全書、

大蔵経  ほか

洋書（旧制松高・旧島根農科大学）

文庫（竹崎・天野・田中・小野寺）

新聞（原紙・縮刷）、

判例集、白書・年鑑・統計類、

国勢調査

和書（旧制松高・師範）

洋書（100～300）、
学位論文

グループグループ
学習室学習室

Group StudyGroup Study
RoomsRooms

グループ
学習室

Group Study
Rooms
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学術雑誌フロア
Periodical Floor

Main Library
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　医学系の専門図書館として、出雲キャンパスの学生及び教職

員の教育・研究支援をサービスの中核としており、学内利用者

に対しては、深夜の無人化を含む24時間利用を可能にしている。

また、地域に開かれた医学図書館として地域医療に貢献する

ため、一般市民にも広く公開している。

     Medical Library aims to offer educational and research supports to students,faculty,and 

staff members at the Izumo campus. We also provide service to public to contribute to its 

local health care.

医学分館  Medical Library

Slopeスロープ
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1F

2F

3F Facilities Medical Library

Facilities Medical Library



竣　　工　　昭和53年1月17日
構　　造　　鉄筋コンクリート造3階建、一部4階／ポンプ室
面　　積　　3,949㎡
増築竣工　　昭和59年12月25日
構　　造　　鉄筋コンクリート造3階建、書庫8層
面　　積　　2,885㎡
合計面積　　6,834㎡

竣　　工　　昭和54年3月19日
構　　造　　鉄筋コンクリート造
　　　　　3階建
面　　積　　1,819㎡

本　館

医学分館

1F

開架閲覧室　Reading Room
 875㎡ 184席
情報メディアルーム　Multimedia Lab
 103㎡ 45席
新聞閲覧コーナー　Newspaper Area
 30㎡ 20席
事務室　Office 148㎡
職員閲覧室（x2）　Faculty Reading Room
 24㎡ 4席
ホール　Hall 221㎡
書　庫　Stacks 410㎡
その他　Others 217㎡ 10席
小　計　Total 2,028㎡ 263席

開架閲覧室　Reading Room
 913㎡ 219席
グループ閲覧室（x2）　Group Study Room
 40㎡ 16席
学習室　Study Room 50㎡ 16席
遺跡資料室　Archaeological Collection Room 
 41㎡ 8席

郷土資料室　Local Collection Room 
 51㎡ 4席
AVルーム　Audio Visual Room
 39㎡ 14席
マイクロリーダー室 Microform Readers Room 
 30㎡
ブラウジングコーナー　Browsing Area
 60㎡ 24席
ホール　Hall 139㎡
書　庫　Stacks 410㎡
その他　Others 177㎡ 10席
小　計　Total 1,950㎡ 311席
 
第2貴重資料室　Valuable Materials Room 2
 92㎡ 2席
八雲文庫室　Yakumo Collection Room
 39㎡ 10席
会議室　Conference Room 117㎡ （42席）
館長室　Director's Office 39㎡
課長室　Manager's Office 25㎡
事務室　Office 260㎡
文書庫　Document Stacks 34㎡

入力準備室　Workroom 49㎡
更衣室　Locker Room 33㎡
職員研修室　Staff Training Room
 45㎡
物品庫　Storage 29㎡
機械室　Machinery Room 182㎡
特別閲覧室　Special Reading Room
 53㎡
貴重資料室　Valuable Materials Room
 44㎡
電算機室　Computer Room 62㎡
電算準備室　Workroom 38㎡
書　庫　Stacks 196㎡
その他　Others 370㎡ 
小　計　Total 1,707㎡ 12席

積層書庫4～8（屋階を含む） 
 1,149㎡ 14席
合　計　Total 6,834㎡ 600席

3F

2F

1F

書　庫　Stacks 326㎡ 2席
ビデオ室　Video Room 22㎡ 9席
事務室　Office 76㎡
ブラウジングコーナー　Browsing
 30㎡ 5席
ホール　Hall 44㎡
サーバ室　Computer Room 10㎡
その他　Others 106㎡ 
小　計　Total 614㎡ 16席

閲覧室　Reading Room 626㎡ 162席
運用コーナー　Processing Area
 24㎡ 
検索コーナー　Research Workstations
 20㎡ 9席
複写室　Copy Room 9㎡
セミナー室　Seminar Room 
 40㎡ 19席

大森文庫室　Omori Collection Room
 20㎡ 
書　庫　Stacks 20㎡
ホール　Hall 63㎡
その他　Others 106㎡ 
小　計　Total 928㎡ 190席
 
視聴覚室　Audio Visual Room
 74㎡ 42席
自由閲覧室　Reading Room
 54㎡ 32席
研究開発室　Research & Development Office
 28㎡ 
書　庫　Stacks 21㎡
その他　Others 100㎡ 
小　計　Total 277㎡ 74席

合　計　Total 1,819㎡ 280席

3F

2F

Buildings
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Buildings
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本館（松江キャンパス） Main Library (Matsue Campus)

医学分館（出雲キャンパス）Medical Library (Izumo Campus)

■市内バス利用

■タクシー利用（約10分）

●松江市営バス＜松江駅○1 番乗り場＞
北循環線（内回り）
大学・川津・あじさい団地方面行き

● 一 畑 バ ス ＜松江駅○2 番乗り場＞
東高校
ソフトビジネスパーク
マリンゲートしまね

美保関ターミナル
平成ニュータウン

島根大学前下車（約16分）
島根大学前下車（約20分）

各方面行き　　　島根大学前下車（約10分）

各方面行き　　　島根大学前下車（約20分）

■市内バス利用

■タクシー利用（約5分）
■徒　歩  出雲市駅南口より（約20分）

●一畑バス＜出雲市駅北口○1 番乗り場＞
市民会館・島根医大・上塩冶車庫行き
市内循環（左回り）

島根医大病院下車（約10分）
島根医大入口下車（約10分）

■スサノオ観光バス
根波行き 島根医大病院下車（約10分）

医学分館（出雲キャンパス）

本館（松江キャンパス）
Main Library

Medical Library

(Matsue Campus)

(Izumo Campus)

出雲科学館
パークタウン前駅

Access&Map
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