５．

その 他

大学名

内容等
・平成 18 年 4 月 1 日より、附属図書館と附属情報センターとが組織統合され、

札幌医科大学

「附属総合情報センター」として発足
・平成 19 年 4 月 1 日より公立大学法人となる

公立はこだて
未来大学

・資料除籍基準により、開学以降初めての雑誌除籍・廃棄を行う。
・平成 18 年 4 月より、公立大学法人となった

福島県立医科
大学

・福島県内大学図書館連絡協議会企画展「開かれた大学図書館-大学図書館へ
行こう！利用してみよう！-」に参加、県立図書館において、市内の大学図
書館と合同展示を行った（平成 18 年 11 月〜12 月）

群馬県民健康
科学大学
神奈川県立保
健福祉大学

・公開講座の開催
・実践教育センター（附置機関）との新システムの共同運用を開始した
・大学院開設に伴う利用規程の改正
・大学院開設に伴う図書の整備（2 年目・完了）

新潟県立看護
大学

・学外者に関する利用内規の見直しを検討
・防災および防犯対策の整備（通路誘導灯およびハンマー、ヘルメット等防災
用具を購入）（年度内予定）
・蔵書数に研究室資料も含めてカウントすることにした

山梨県立大学
都留文科大学
愛知県立大学
愛知県立芸術
大学

・図書館だより「Yonza No.2」発行

平成 18 年 12 月

・図書館年報発行

平成 19 年 2 月

・「都留文科大学研究紀要」投稿要項の改訂
・他大学、他機関からの寄贈紀要要項の受入を検討
・平成 19 年 4 月から愛知県公立大学法人愛知県立大学になる
・職員数が[正職員 4、嘱託職員 2]から[正職員 3、嘱託職員 1]に削減
・一部業務委託
（いずれも 19 年 4 月より）
・図書情報センター室を図書情報グループに名称を変え、法人化に伴って、組

滋賀県立大学

織を事務局内に移行した
・中学校生徒による職場体験学習に取り組んだ（7 月：9 人、11 月：6 人）
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・企画展｢古典籍へのいざない

大阪女子大学附属図書館所蔵貴重図書展観と

講演｣を開催した。
平成 18 年 11 月 29 日（水）〜12 月 6 日（水）の 8 日間

大阪府立大学

貴重書の展観

講演

平成 18 年 12 月 3 日（日）
第1回

西田正宏助教授（人間社会学部）「近世歌学から見た貴重書」

第2回

乾善彦教授（人間社会学部）
「さりげない貴重書‐江戸から明治にかけ

ての文字生活」

・平成 18 年４月１日

公立大学法人大阪市立大学としてスタート

・EU-Japan Friendship Week 企画展示

＜映画・音楽で知る EU 諸国＞を開催

平成 18 年 5 月９日（火）~６月６日（火）
・平成 18 年度目録システム地域講習会（雑誌）の開催（国立情報学研究所と
共催）
平成 18 年 8 月 22 日（水）〜24 日（金）

24 名受講（学内２名、学外 22

名）
・学術情報総合センター開設 10 周年記念事業の開催
開設 10 周年記念講演会
大阪市立大学

平成 18 年 11 月

11 月 10 日（金）

開設 10 周年記念パネル展＜学術情報総合センターのできるまで／図書館の
歴史＞

11 月１日（水）~11 月 30 日（木）

対市民向け講座

情報検察入門講座「大学図書館を使おう！」

11 月 11 日（土）
・平成 18 年度国際交流基金関西国際センター外国人司書研修生２名の受入
平成 19 年 1 月~２月
ロシア科学アカデミー図書館（サンクトペテルスブルグ）
ハバナ大学外国語学部図書館（キューバ）
・中国天津商学院図書館職員

図書館研修受入

12 名（うち、通訳２名）

平成 19 年１月 30 日（火）~２月２日（金）
・図書館利用案内（2006 年版）の発行
神戸市外国語
大学

・図書館報（AD ALTIORA SEMPER）の発行
24 号（6/30 発行）、25 号（11/30 発行）
・ロビーの一部を利用した「展示会」の開催（4 回）

岡山大学
下関市立大学
香川県立保健
医療大学
愛媛県立医療
技術大学
福岡女子大学

・公立大学法人への承継資産確定作業の実施
・開架図書の蔵書点検を実施
・図書館閲覧室内に、大学創立 50 周年記念展示コーナーを設けた
・ILL 文献複写等料金相殺サービス参加
・愛媛県立図書館との共催による「ブックトーク＆メディカルトーク」を県内
4 ヶ所で開催（平成 18 年 12 月〜平成 19 年 3 月）
・本学学生による図書館ボランティアの受入（平成 19 年 1 月〜）
・平成 18 年 4 月より公立大学法人福岡女子大学となる。
・職員の安全に配慮し、受付カウンターに防犯ベルを設置した。
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・所蔵企画展
第1回

生活環境学科「生活環境を設計する」（6 月〜9 月）

第2回

英文学科「村上春樹とアメリカの同時代作家」（10 月〜12 月）

第3回

人文学系「謡本―元禄から平成まで―」（1 月〜3 月）

・教職員向けの講演会（「大学図書館の現状と今後」齋藤明本学副理事長）を
行った。
・図書館規則等の見直しを行った。
・平成 17 年 4 月の公立大学法人化にともない継承資産確定のため平成 16 年 2
長崎県立大学

月に全館蔵書点検を実施し、17 年度からは各フロアごとに毎年蔵書点検を
実施している
・平成 20 年 4 月県立長崎シーボルト大学と統合予定
・資産確定作業の一環として、蔵書点検を実施した（平成 18 年 9 月 4 日〜8

県立長崎シー
ボルト大学

日）
・平成 20 年 4 月より、
「長崎県立大学」と「県立長崎シーボルト大学」が統合
して「長崎県立大学」（設置認可申請準備中）となる
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