
大学図書館と地域連携活動

地域を支える情報拠点連携／図書館ネットワーク地域を支える情報拠点連携／図書館ネットワーク地域を支える情報拠点連携／図書館ネットワーク地域を支える情報拠点連携／図書館ネットワーク

1

島根大学附属図書館島根大学附属図書館島根大学附属図書館島根大学附属図書館 加本純夫加本純夫加本純夫加本純夫

kamoto@lib.shimane-u.ac.jp

日本図書館協会中国ブロック集会－大学図書館事例報告

会 場 ： 島根県立図書館／日 時：平成19年12月2日



（本日の内容）

� 法人化後の国立大学図書館

� 島大図書館の地域連携事業

� 島大図書館の最近の活動から

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

（地域の図書館連携活動、図書館ネットワーク）

� 中国四国地区国立大学図書館協会

� 島根県内図書館間連携の現況

� 島根県内図書館横断検索サービス開始

� 館種を超えた図書館間協力への課題



法人化後の国立大学図書館

１．教育活動支援

２．研究活動支援

３．医療・診療活動支援
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３．医療・診療活動支援

４．社会貢献活動支援

５．産学連携活動支援



大学の地域貢献の理念、根拠

鳥取大学鳥取大学鳥取大学鳥取大学

� 地球的・人類的・社会的課題解決への先端的研究

� 地域社会の産業と文化等への寄与

岡山大学岡山大学岡山大学岡山大学

� 多様な文化・価値観を尊重する

� 地域と世界の発展に寄与する

広島大学広島大学広島大学広島大学
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広島大学広島大学広島大学広島大学

� 地域社会・国際社会との共存

山口大学山口大学山口大学山口大学

� 地域社会の発展と国際社会への貢献

� 地域の大学図書館、公共図書館との相互協力の強化

� 地域市民への利用開放と生涯学習帰化の推進

島根大学島根大学島根大学島根大学

� 特色ある地域課題に立脚した国際的水準の研究推進

� 地域問題の解決に向けた社会貢献活動の推進



大学図書館の重点対応事項

１．学術情報資料基盤整備

■ 電子資料－電子ジャーナル、データベース、電子資料－電子ジャーナル、データベース、電子資料－電子ジャーナル、データベース、電子資料－電子ジャーナル、データベース、 e-Book
■ 従来型資料－図書、雑誌、新聞、ＡＶ資料、コレクション類

２．学生の学習環境整備

■ 学生用図書充実学生用図書充実学生用図書充実学生用図書充実

■ 学習施設・機器整備（アメニティ空間の提供）
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３．高度ＩＴ社会への対応

■ 学術情報リテラシー支援学術情報リテラシー支援学術情報リテラシー支援学術情報リテラシー支援（多様な学術情報リソースの利用支援）

４．学術情報発信

■ 教育研究成果物の収集、蓄積、公開教育研究成果物の収集、蓄積、公開教育研究成果物の収集、蓄積、公開教育研究成果物の収集、蓄積、公開（機関リポジトリ）

５．貴重資料のデジタル・アーカイブ化、学内外利用支援貴重資料のデジタル・アーカイブ化、学内外利用支援貴重資料のデジタル・アーカイブ化、学内外利用支援貴重資料のデジタル・アーカイブ化、学内外利用支援

６．情報関連組織との連携・統合による学術情報基盤整備、機能強化学術情報基盤整備、機能強化学術情報基盤整備、機能強化学術情報基盤整備、機能強化

７．地域社会との連携・協力事業地域社会との連携・協力事業地域社会との連携・協力事業地域社会との連携・協力事業／図書館間連携／図書館公開



貴重資料展示（地域・広域図書館連携）

貴重資料展示、講演会及びシンポジウム

□教育者としての小泉八雲 （2005.10-1-9）
■小泉八雲自筆書簡と西田千太郎関係資料展示・講演会・シンポジウ

■松江市立図書館、島根県立図書館、小泉八雲記念館／島根大学、

広島大学、富山大学、東京大学、早稲田大学、ヴァージニア大学
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広島大学、富山大学、東京大学、早稲田大学、ヴァージニア大学

□島根にもたらされた華岡流医術(2005.10.3-9)
■島根大学医学分館所蔵医学書の展示

■ 安来市大森家、民間研究者、郷土史家の協力で実現

□絵図の世界(2005.11.21-12.2)
■本学所蔵絵図を中心に島根県立図書館、出雲市立海辺の多伎図書館、

松江郷土館、国立古文書館、岡山大学附属図書館の協力

■学内外の研究者、学生のほかIT業者参加による産学官連携企画



成果物出版事業（産学官・研究団体連携）

貴重書展示成果図書 ～世界シリーズ三部作

（出版プロジェクト－平成１９年度国立大学図書館協会賞受賞）出版プロジェクト－平成１９年度国立大学図書館協会賞受賞）出版プロジェクト－平成１９年度国立大学図書館協会賞受賞）出版プロジェクト－平成１９年度国立大学図書館協会賞受賞）

□「絵図の世界」

島根大学附属図書館編 (有)ワンライン，2006.8刊行，A4版，149頁

ISBN 4-948756-33-4 1,500部発行，定価：2,400円、2006.8刊、（（（（ 完売完売完売完売 ））））
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□「教育者ラフカディオ・ハーンの世界」

島根大学附属図書館編／島根大学ラフカディオ・ハーン研究会編

(有)ワンライン, A5版，495頁 ISBN 4-948756-36-9 

1,000部発行，定価：5,800円、2006.11刊行、（日本図書館協会選定図書）（日本図書館協会選定図書）（日本図書館協会選定図書）（日本図書館協会選定図書）

■「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出版編集委員会編

(有)ワンライン, A5版，300頁 ISBN 4-948756-36- ?

1,000部発行，定価：3,000円、2008.2刊行予定（編集作業中）（編集作業中）（編集作業中）（編集作業中）



学術情報リテラシー教育支援

「「「「学術情報リテラシー学術情報リテラシー学術情報リテラシー学術情報リテラシー：：：：情報活用能力の向上のために情報活用能力の向上のために情報活用能力の向上のために情報活用能力の向上のために」」」」

島根大学「学術情報リテラシー」編集委員会、B5版、136頁、フルカラー

３０００部作成、2007年3月発行、新入生・全教員、講習会用に配布

� 教育・研究、学習活動に必要な情報を網羅的・体系的にまとめた図書

� ネット利用の基本、マナー、セキュリティから学術情報の利活用まで
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� 情報化社会に必須の基礎的素養、島根大学の情報利用環境を記述

� 学習、学習、教育研究に必須の学術情報の整理・把握

� 図書館活用の基本、従来型資料から電子メディアまでの連携利用

� 情報教育科目テキストとして授業で活用、Web版も同時提供

� 学内情報関連部署、情報教育教員、松江・出雲キャンパス、図書館

� 頁の制約で削除した部分は、ＷＥＢ版連携で展開

� 図書館学術情報ポータルとの連携バージョンを作成中

� ２００８年版継続出版決定、現在、補遺版を編集中



島大図書館の最近の活動

●●●●島根大学学術情報リポジトリ島根大学学術情報リポジトリ島根大学学術情報リポジトリ島根大学学術情報リポジトリ（2007.04.02、一般公開）

大学の研究成果物の収集・蓄積、紀要論文など4,400件登録, 無料公開

●デジタルアーカイブ閲覧システムデジタルアーカイブ閲覧システムデジタルアーカイブ閲覧システムデジタルアーカイブ閲覧システム（2007.11.02、学内公開）

貴重資料、古文書等の画像電子データベース、高精細画像データベース

●ＥＲＭＳセミナーＥＲＭＳセミナーＥＲＭＳセミナーＥＲＭＳセミナー（2007.11.12 岡山大学で開催）
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●ＥＲＭＳセミナーＥＲＭＳセミナーＥＲＭＳセミナーＥＲＭＳセミナー 2007.11.12 

クロスサーチエンジン，リンクリゾルバーの連携デモ，評価，価格交渉

中四国地区国立大学事業委員会Ｅグループ主催，１２名参加

●遺跡資料の電子化、広域公開プロジェクト遺跡資料の電子化、広域公開プロジェクト遺跡資料の電子化、広域公開プロジェクト遺跡資料の電子化、広域公開プロジェクト（2007.11.21, 岡山大学で開催）

中国５国立大学図書館、中国五県域自治体文化財担当部署連携プロジェクト

協力： 奈良文化財研究所、国立情報学研究所

平成20年度から試行版構築予定

●統合検索システム統合検索システム統合検索システム統合検索システム（2007.12.01学内公開） Google世代対応

電子リソース類の横断的、選択的検索及び利用のナビゲーション

対象： 有料・無料、一次情報・二次情報、和・洋、雑誌・図書・会議録・報告書等

クロスサーチエンジン、リンクリゾルバー、A to ZなどERMSツールによる連携構築



島根大学の学術成果物情報発信窓口
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全文研究論文(PDF)の提供例
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学内の教育研究成果論文等の全文 公

開（全国60大学・研究機関で推進）



電子化支援プロジェクト/貴重資料公開支援

12

図書館、教員、自治体文化財部署、地域研

究者、IT業者、機関連携事業



遺跡資料電子化・公開プロジェクト
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自治体文化財部署／大学連携企画

中国五県域を対象とした報告書電子化・

公開広域プロジェクト（島根県／島根大）



統合検索初期画面／50リソース対象

①複数リソースの一括 or

選択的検索
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② Googleと異なり予め

検索したいリソースを任意に

設定でき、学術情報に限定し

た情報を検索できる。



①複数リソースの横断検索

高速結果表示

検索結果一覧／表示からナビゲーションへ
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②リンクボタンで全文表示／利用可能

（最少のクリック操作で）



全文表示（PDFファイル）

ナビゲーションから全文表示・利用へ
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①複数リソース

の統合検索

dna+cell

1,939,381件/20秒.

マルチリソース統合検索

高速表示、DB移行＆ナビゲーション機能連携
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②所蔵が無い場合はリンクボタンで

文献複写依頼３クリックで終了

③担当者は再確認で他大学に依頼



国立大学図書館連携 －競争と連携
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共同事業体制 －人材共有・交渉力強化
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中四国地区共同サーバ：情報共有、ILL連携
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事業区分毎にフォーラムを設

置、ファイルアップ、メール会

議、情報共有が可能



島根地域図書館ネットワークの現状
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地域単位連携（同一市内、区域内から）
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広域連携（同一館種から館種を超えて）
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島根県内図書館横断検索サービス
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横断検索提供 －まずは情報共有から

25



島大島大島大島大HPアクセス・ランキングアクセス・ランキングアクセス・ランキングアクセス・ランキング（2007.04-11）

1 お知らせお知らせお知らせお知らせ 155,343
2 e-Journals Access Page* 121,780
3 Webデータベース一覧データベース一覧データベース一覧データベース一覧*    60,477
4 OPAC                   59,335
5 YAHOO! JAPAN            58,543
6 ブログブログブログブログ 51,025
7 FAQ（よくある質問）（よくある質問）（よくある質問）（よくある質問） 49,831
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7 FAQ（よくある質問）（よくある質問）（よくある質問）（よくある質問） 49,831
8 島根大学島根大学島根大学島根大学 47,850
9 サーチエンジンサーチエンジンサーチエンジンサーチエンジン 44,850

10 蔵書検索蔵書検索蔵書検索蔵書検索 34,795
11 サイト内検索サイト内検索サイト内検索サイト内検索 34,552
12 島根県内図書館横断検索島根県内図書館横断検索島根県内図書館横断検索島根県内図書館横断検索 30,562
13 リンクリンクリンクリンク 29,158
14 データベースデータベースデータベースデータベース*                         26,237
15 電子ジャーナル電子ジャーナル電子ジャーナル電子ジャーナル*                      24,732
16 小泉八雲データベース小泉八雲データベース小泉八雲データベース小泉八雲データベース 24,582
17 医中誌医中誌医中誌医中誌Web*                          24,299
18 島根大学研究紀要島根大学研究紀要島根大学研究紀要島根大学研究紀要(全文全文全文全文)          24,022



島根県内図書館協力の現状

� 島根県立図書館／島根大学附属図書館相互協力

協定 平成19年2月23日結成

� 松江市立図書館／島根大学附属図書館相互協力

協定 平成19年2月23日結成

� 島根大学附属図書館医学分館／島根県立大学短
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� 島根大学附属図書館医学分館／島根県立大学短

期大学部出雲キャンパス図書館及び出雲市立図

書館の相互協力協定 平成19年11月3日結成

� 島根県大学・高等専門学校図書館協議会（仮称）

（平成20年4月結成に向けて準備中）



附属図書館医学分館附属図書館本館

短期大学部出雲キャンパス図書館

島根県立大学島根県立大学島根県立大学島根県立大学島根大学島根大学島根大学島根大学

出雲地域図書館協力体制の推進
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出雲中央図書館 平田図書館 佐田図書館
海辺の多伎図書館 大社図書館湖陵図書館

出雲市立図書館出雲市立図書館出雲市立図書館出雲市立図書館

平成19年11月３日協定締結！（文化の日）



協定締結からアクションプランへ

●●●●相互協力に関する記述項目事項相互協力に関する記述項目事項相互協力に関する記述項目事項相互協力に関する記述項目事項

（１）図書館資料の相互貸借（物流方法・労力負担・コスト等負荷軽減の工夫）（物流方法・労力負担・コスト等負荷軽減の工夫）（物流方法・労力負担・コスト等負荷軽減の工夫）（物流方法・労力負担・コスト等負荷軽減の工夫）

（２）図書館資料の文献複写

（３）レファレンス（参考相談・調査・照会等）

（４）図書館講演会及び公開展示

（５）横断検索システム

（６）資料の寄贈・交換
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（６）資料の寄贈・交換

（７）職員の資質向上のための研修及び相互交流

（８）その他両館の利用サービス向上

○利用者講習（共同企画・開催○利用者講習（共同企画・開催○利用者講習（共同企画・開催○利用者講習（共同企画・開催-IT社会での情報活用、セキュリティ対策など）社会での情報活用、セキュリティ対策など）社会での情報活用、セキュリティ対策など）社会での情報活用、セキュリティ対策など）

●●●●相互協力の推進範囲相互協力の推進範囲相互協力の推進範囲相互協力の推進範囲

（１）両館の相互協力は、法令、条例及び規則等に抵触しない範囲内

（２）両館の相互協力は、それぞれの業務に支障のない範囲内業務に支障のない範囲内業務に支障のない範囲内業務に支障のない範囲内

※※※※機関間包括協定の活用（島根県知事－島根大学長、松江市長－島根大学機関間包括協定の活用（島根県知事－島根大学長、松江市長－島根大学機関間包括協定の活用（島根県知事－島根大学長、松江市長－島根大学機関間包括協定の活用（島根県知事－島根大学長、松江市長－島根大学

長）長）長）長）



館種を超えた図書館間協力への課題

� 利用者の視点による図書館サービスの充実・展開

� 緊縮財政下における図書館サービスの工夫

基幹業務（蔵書検索、貸出、物流）と新規業務のバランス

トレードオフ，スクラッド＆ビルト

30

トレードオフ，スクラッド＆ビルト

� 共同企画などの推進体制

� IT情報基盤活用による地方の情報格差解消

� 図書館利用者層の拡大、支持基盤の形成

� 高度情報化社会における図書館サービスの変容

� 公共財、社会システムとしての図書館機能の再生


