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大学法人化にあたり

附属図書館組織が変わります
国立大学法人化という節目にあたり、附属図書館組織の変更を行いました。（下記の組織
図を参照ください。）
＊ 旧「国際・教養系図書室」の全学共通教育支援機能等を中心に、「総合図書館」組
織を新設しました。国際文化学部へのサービス機能は「国際文化学図書館」となり
ますが、施設としては当分の間同一場所となります。
＊ 経済経営研究所図書館が、図書館組織に加わります。長く続いた７館室体制が昨年
10 月の統合で８館室となりましたが、
「総合」
「研究所」を加え組織上は１０館室（サ
ービスポイントは９ヶ所）となります。
＊ 六甲台地区の分野別の図書館は「専門図書館」の枠組みになります。総合図書館・
専門図書館、それに加えてキャンパスの離れた分館・図書室という組織体制です。
＊ 従来の館室名を、対象分野名で統一するなど、変更を加えました。
多くの図書館（室）を配置する組織形態は変わりませんが、一体的な運営によるサービ
ス品質の確保に、なおいっそう努めます。

（企画係）
旧名称
総合図書館

附属図書館運営委員会

（国際・教養系図書室）

（専門図書館）

研究開発室

社会科学系図書館
附属図書館長
副館長

人文・社会科学系図書館

自然科学系図書館

（そのまま）

人文科学図書館

人文科学系図書室

副館長
国際文化学図書館

副館長

人間科学図書館
経済経営研究所図書館

医学分館長

医学分館
保健科学図書室

海事科学分館長

海事科学分館
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（国際・教養系図書室）
人間科学系図書室
（経済経営研究所図書室）
＊図書館組織外

医学部分館
名谷分室
海事科学部分館

図書館利用サービスを拡充
４月から図書館サービスを下記のように拡充します。学習の場として図書館
を大いに利用してください。

土曜日の開館時間を延長
これまで土曜日開館については利用者から時間延長の要望が出されていましたが、この度要望に
応えて延長することとしました。開館時間は次のとおりです 。（網掛けが時間延長実施館）

図書館名
総合図書館・国際文化学図書館
社会科学系図書館
自然科学系図書館
人文科学図書館
人間科学図書館
医学分館
保健科学図書室
海事科学分館
経済経営研究所図書館

開館時間
１２：３０ 〜
１１：００ 〜
１２：３０ 〜
１２：３０ 〜
休
９：００ 〜
１１：００ 〜
１２：３０ 〜
休

１７：００
１８：００
１７：００
１７：００
館
１７：００
１４：３０
１７：００
館

試験期間中の日曜・祝日も開館
さらに試験期間中には日曜・祝日の開館を次のように行います 。（網掛けが日曜・祝日開館の実
施館）

図書館名
総合図書館・国際文化学図書館
社会科学系図書館
自然科学系図書館
人文科学図書館
人間科学図書館
医学分館
保健科学図書室
海事科学分館
経済経営研究所図書館

開館時間
１２：３０ 〜
１１：００ 〜
１２：３０ 〜
１２：３０ 〜
休
休
休
１０：００ 〜
休

１７：００
１８：００
１７：００
１７：００
館
館
館
１８：００
館

自然科学系図書館、閲覧・検索スペースを拡大
自然科学系図書館では、２階のブラウジングコーナーの奥を情報検索コーナーにし、１０数台の
パソコンを設置。３階閲覧室の閲覧スペースを拡大しました。また、４階にもChemical Abstracts
などの二次資料を配架した閲覧室を設置しました。

経済経営研究所図書館、学生にも図書を貸出
今年度より附属図書館に加わることとなった経済経営研究所図書館は新たに学生への図書貸出サ
ービスを行います。貸出冊数・期間は ２冊、１週間 です。
（情報サービス課）
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[図書館のご紹介]

経済経営研究所図書館
《概要》
経済経営研究所図書館は、平成 16 年度から、附属図書館の館室のひとつとなりました。
学部学生も利用が可能となり、閲覧のみではなく、１人、2 冊、１週間の貸出も行うことに
なりました。基本的には、研究者を主なサービス対象とする専門性の高い図書館ですが、大
学院生、学部学生のみなさまも積極的にご利用ください。
経済学・経営学関係の図書・雑誌のほか、経済協力開発機構（OECD）
、国際労働機構（ILO）
、
世界貿易機関（WTO）
、国際海事機構（IMO）
、国際通貨基金（IMF）
、世界銀行（World Bank）
等の資料、国内外の企業関係資料、中南米関係資料などを所蔵しています。

《アクセス》
兼松記念館の中庭をはさんで北側にある
経済経営研究所･新館の一階西側にあります。
よく利用される和・洋雑誌、定期購読新聞、
新着図書等を配架している事務室に続いて
書庫（積層式５層）があります。
書庫の各層は、資料別配架です。

・
・
・
・
・

１層
２層
３層
４層
５層

:
:
:
:
:

洋雑誌。Working Paper など。
和雑誌。
国内外の統計書・国連寄託図書。
洋図書。
和図書・新聞の縮刷版など。

(研究所新館玄関前から５層の書庫を望む)

＊書庫に入る手続きは不要ですが、持ち込むことができるのは貴重品・筆記用具のみです。
備付のロッカーをご利用ください。

《国際経済統計資料》
統計資料は、経済学・経営学の研究上必須のものですが、紙資料（書庫３層）のほか、
マイクロフィルム、マイクロフィッシュの形態で、米国議会資料（1789〜1976）
、米国国
勢調査報告書（1790〜1970）
、英国統計資料集成（1801〜1967）
、欧州各国公式統計資料集
成（1843〜1970）
、中南米諸国公式統計資料集成（1821〜1976）
、ラテン・アメリカ諸国統
計シリーズ（1935〜1977）
、アジア諸国統計シリーズ（1935〜1977）アフリカ諸国統計シ
リーズ（1936〜1982）等を所蔵しています。

《電子資料》
優れた検索機能をもつ電子資料（CD‑ROM）の刊行に伴い予算の許す限り整備に努め
ています。
利用条件の枠内で利用できる主な CD‑ROM には次のようなものがあります。
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・主要経済・金融データ（日本銀行調査統計局編）1999〜2003 年版
・Eurostat Statistics(Data Service & Information GMBH) 1999〜2001
・Statistical Compendium(OECD) 2000〜2001
・World Development Indicators（World Bank）1997〜2003

《Working Paper 類》
所蔵している Working Paper、Discussion Paper 等が、研究所図書館のホームペ
ージから検索できます。 著者名・タイトル中のキーワード・発行所のいずれからも
検索が可能です。
http://www.rieb.kobe‑u.ac.jp/rieblib/index‑j.html
NBER Working Paper Series や CEPR Discussion Paper Series 等、印刷物で届く
前に電子的に入手できるものがあります。 神戸大学内のパソコンからアクセスが可
能で、ダウンロードもできます。
附属図書館の HP → 研究リソース → 電子ジャーナル → Working Papers
http://www.lib.kobe‑u.ac.jp/resource/e‑journal/workingp.html

《各種文庫》
中南米の人文・社会科学関係コレクションとしては日本国内最大のものと評価され
ている中南米文庫、オーストラリア政府からの寄贈図書を基礎にしたオセアニア文庫、
戦前の記事についてインターネット上でデジタル公開が進行中の新聞記事文庫（
「新
聞切抜文庫」とも呼ばれる明治 45 年 5 月〜昭和 45 年までの記事数 50 万件に及ぶ新
聞切抜資料＝切抜帳約 3,200 冊）等があります。

《企業情報分析資料室》
社会科学系図書館の向い側、第四学舎 2 階西奥にあります。
経済経営研究所附属政策研究リエゾンセンターの資料室で、国内外の社史、系統的
に収集された有価証券報告書、営業報告書、海外企業年次報告書等、経営分析に関す
る基礎資料を保管して、公開利用に供しています。
センターのホームページから、
「多国籍企業データベース」
「多国籍企業系譜図」
「所
蔵社史目録」等、企業に関する豊富で様々な情報を得ることができます。
http://www.rieb.kobe‑u.ac.jp/liaison/index‑j.html

《国連寄託図書館》
当館は、国際連合がその活動を世界中の人々に知らせるために各国に設置して
いる国連寄託図書館を兼ねています。世界に 405 ヶ所、日本に 14 館あるうちの一館
で、1968 年に設置されて以来、Documents（会議等の会期前や会期中に配付される討
議用参考資料）
、Official Records（Documents の内容を修正して再出版された公式記
録）
、Sales Publications（市販もされている刊行物）等の寄託資料（使用言語は原
則的に英語）を、公開利用に供してきました。刊行物については、現在、約 8,500 冊
を所蔵、OPAC、NACSIS‑CAT に登録していますので、所蔵の確認ができます。
（研究所図書係）
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共通教育の授業で図書館を紹介
― 「情報基礎」図書館利用法の概要 ―
図書館ではこの４月から全学必修科目「情報基礎」の授業の一部で図書館の利用法を説明することに
なりました。ここではこの授業における図書館システムについての説明の概要を紹介します。
授業科目が「情報基礎」ということなので、図書館全般の説明というより、図書館のインターネットに絡ん
だ部分の説明に重点が置かれています。具体的には図書館ホームページの解説を通してインターネットを
利用した図書館の使い方を紹介しています。
(1) News !
図書館サービスの最新の情報が紹介されます。たとえば、臨時閉館とか試験期の開館延長、春期・
夏期休業時の開館時間のお知らせ、図書館ガイダンスのお知らせなどです。
(2) 利用案内
図書館を利用するにあたっての基本的な事項を掲載しています。
① 開館カレンダー：各館室の２ヶ月間の開館・閉館・開館時間の日程がわかります。
② 開館時間：各館室の開館時間がわかります。
③ お問い合わせ先一覧：いろいろな事柄についての各館室の連絡窓口がわかります。
④ 交通案内：大学周辺の交通地図と各館室へのアクセス方法がわかります。
⑤ 学外の方への利用案内：学外者向けの案内があります。
⑥ 相互利用について：学外の図書館からの文献複写や現別貸借の方法、学外の図書館の利用方
法がわかります。（学内で必要な資料が見つからなかった場合に参考にしてください。）
⑦ 各図書館・室ページ：各館室毎の利用案内や、各館室が所蔵するビデオ、 CD-ROM などの
リストの一覧を見ることが出来ます。
(3) パーソナル・サービス
図書館ではウェブを使用して、利用者個人を対象に以下のようなサービスの申込み受付や情報提供
をおこなっています。

※ 学内利用専用

① 文献複写・図書貸借の申込み
② 貸出・予約状況の確認
※ ③ デリバリー（学内図書の貸出・配送
申込み）
※ ④ 希望図書申込み（購入希望）
⑤ パスワード変更
⑥ PDF 変換サーバ
(4) デジタル・アーカイブ
神戸大学で作成・公開しているいろいろ
なデジタル・アーカイブを紹介します。
① 震災文庫
② 住田文庫
③ 新聞記事文庫
④ 貴重書・稀覯書
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⑤ 学内研究成果
a.解剖学講義ノート
b.瀬戸内海海草類標本データベース
c.中川家文書
d.本学紀要目次
e.科学研究費成果報告書情報
f.学位論文情報
⑥ デジタル・アーカイブ検索
前記のデジタル・アーカイブを
まとめて検索することが出来ます。
(5) 所蔵検索
opac の使用法：図書館利用法の基本で
ある図書・雑誌検索システムの使い方を
説明します。また、神戸大学に所蔵していない資料を探すために全国の大学・短大・高専等の総合目
録である NACSIS-Webcat やわが国の納本図書館である国立国会図書館の蔵書目録である NDLOPAC の使い方を説明します。
(6) 研究リソース
図書館では学習や研究に役立つ多くのデータベース、電子ジャーナルを提供しています。
① データベース
国立国会図書館雑誌記事索引, WebSpirs, SwetScan, Web of Science を利用してみなさんが必要
とする雑誌文献を探すことができます。このほかにもネットワークで提供されているデータベースや
単体で動く CD-ROM 資料、無料で利用できるデータベースなどが多くあります。ホームページには
これらの使い方が詳しく説明されています。(WebSpirs や Windows のファイル共有を利用した CDROM の利用には文献検索専用の ID, パスワードが必要です。利用希望者は各館室のカウンター
に利用申請書を提出してください。この検索専用 ID, パスワードは図書館の利用者 ID, パスワード
とは異なるので注意してください。)
② 電子ジャーナル
図書館では Elsevier, Wiley, Springer, Blackwell などの海外の大手出版社や Nature や Science な
どの有力な雑誌の出版社と契約して、 5000 種ほどの学術雑誌が学内から自由に利用できるように
なっています。利用できる電子ジャーナルのタイトル別、出版社別、分野別の一覧表が作成されてい
て、それぞれの一覧からリンクをたどって電子ジャーナルにアクセスできるようになっています。
電子ジャーナルの目的を疑われるような大量のダウンロードは禁止されています。学外からのデー
タベースや電子ジャーナルの利用については情報基盤センターのホームページ
（ http://www.istc.kobe-u.ac.jp/contents/service/service/015authproxy/）を参照してください。
③ 情報の探し方ガイド
a.ガイダンスのお知らせ
ガイダンスの案内、説明資料、配付資料をおいてありますので、ガイダンスに参加できない方も
これを参考にデータベースや電子ジャーナルについて調べることが出来ます。
b.情報資源リンク集
世界のサーバへの窓口、ネットワーク上の研究リソースを分類して紹介しています。
（情報リテラシー係）
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平成 16年度春期

図書館ガイダンスのお知らせ

◇情報の探し方ガイダンス（入門編）

４月１２日(月）〜１６日(金）
あまり図書館を利用したことがない人、本の探し方を知りたい人向けのガイダンスです。 （主に１〜２
年生対象）
神戸大学の図書館や全国の大学図書館にある資料の探し方や入手の方法を説明します。神戸大学
では 200 万冊以上の図書・雑誌の所在がパソコンから検索できるようになっています。

◇情報の探し方ガイダンス（初級編）

５月
今まで図書館で本を借りたことはあるけれど、これから雑誌論文も探して読まなければいけない、と
いう人向けのガイダンスです。
日本語雑誌論文の探し方とその入手方法を説明する「国内編」（主に３〜４回生対象）と、海外雑誌
論文の探し方とその入手方法の説明、各種データベースの紹介をする「海外編」（主に大学院生対象）
があります。

◇情報の探し方ガイダンス（中級編）

６月７日(月）〜１１日(金）
いろいろなテーマ毎や、データベース別に下記のメニューでガイダンスを行います。皆さんの目的に
合ったガイダンスに参加して下さい。
「図書情報の探し方」、「新聞記事の探し方」、「電子ジャーナル」、「科学技術文献速報」
「雑誌記事索引」、「 Web of Science」

◇オーダーメイド・ガイダンス、出張ガイダンス

４〜６月
上記ガイダンスのメニューに参加したいけれど時間が合わない、開催場所が遠くて参加しにくい、ま
た、他の内容のガイダンスも実施して欲しいという人のために、ガイダンス内容・日時・実施場所など各
種のご希望に応じたガイダンスを実施します。お一人の参加から受け付けます。
図書館以外の場所でも行いますので、ゼミや研究室単位でのお申し込みも歓迎します。

詳細は掲示、図書館ホームページでお知らせします。
附属図書館日誌（２００４年１月〜３月）
法人格取得問題に関する附属図書館長懇談会（東

1.22

国立大学附属図書館事務部長会議（富山市）

京大学）

1.27

遡及入力事業に関する検討会（大阪市）

1.14‑16

学術ポータル担当者研修（国立情報学研究所）

1.30

JOIS入門講習会（大阪市）

1.16

近畿地区国公立大学図書館協議会施設見学（国立

2.13

1.9

1.19
1.19‑21

NACSIS‑CAT/ILL講習会担当者会議（国立情報学
研究所）

国会図書館関西館）
近畿地区医学図書館協議会例会（奈良県立医科大

2.13

館長・副館長・分館長懇談会

学）

2.25

第5回附属図書館運営委員会

学術情報ﾘﾃﾗｼｰ教育担当者研修（ 国立情報学研究所 ）

【編集後記】暖かくなったかと思えば３月に雪が舞ったりと、なかなか春がやってきませんでした
が、国立大学法人としてのスタートは待ってくれません。必ずやって来る春を私たちの可能性に見
立て、明るい船出と行きたいものです。どうぞこれからもよろしくお願い致します。
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