平成 ２２年度 長崎県大 学図書館協 議会総会 議事 要旨

１．日

時：

平成 ２２ 年６月 ９日（水 ）１ ３：００〜１ ５：３０

２．場

所：

長崎 ウエスレヤ ン大学

３．出 席 館：

１２ 館（ ２１名 ）＋
出席：

本部 棟２ 階

理事 会室

[オブザ ーバー参加： 公共から ２名 ]

長崎 県立大学 （貞森館長 、吉野課 長、 本村グループ リーダー 、

池上グループ リーダー 、久保司書 ）、 長崎総合科 学大学（吉田 課長）、
活水女子大学 （安藝係 長）、 長崎純心 大学（岩崎 室長）、 長崎国際大 学
（飯島課長 ）、長崎 外国語大 学・長崎 短期大学（ 田 中主任 ）、長崎玉 成
短期大学（水 谷司書 ）、長崎 女子短期 大学 （森館 長）、長 崎短期大学
（小嶋館長、 河野司書 ）、佐 世保高専 （田崎館長 、豊増図書・ 情報係 ）、
長崎大学（柴 多館長、 高木課長、 下田班長 ）、長 崎ウエスレヤ ン大学
（亘館長、植 松司書）
オブザーバー ：

長崎 県公共図書 館等協議 会（ 長崎県立 長崎 図書館：

廣田館長、吉 田司書）
４．配布資料 ：

総会 資料 、長崎 ウエスレ ヤン 大学 紹介資料

議事に先立ち 、会場館 である長 崎ウエスレ ヤン 大学 附属図書 館の植松 司書から 、本
日は全会員 館 １２館が 出席して おり、総会 は 、 会則第５条２ 項 により 、成立し ている
との報告があ った。続 いて、同 大学 附属 図 書館 、亘館長から の挨 拶、 さらに、 代表幹
事館である長 崎大学附 属図書館 、 柴多館長 から の挨拶があっ た 。また 、配布資 料の確
認の後、オブ ザーバー として 、 長崎県公共 図書 館等協議会か ら ２名が 出席され ている
こと が合わせ て報告さ れた。出 席者自己紹 介の 後、慣例によ り会場館 の亘館長 が議長
に選出され、 議事に入 った。
５．議

事：

（１ ）平成 ２１年度 事業報告に ついて（ 資料 １）
資料 1 について、事務 局担当の 長崎大学下 田班 長（以下、事 務局と略 ）より説明 が
あり、長崎関 係論文 デ ータベー ス、長崎県 大学 図書館協議会 ホームペ ージ、共 同利用
電子ジャーナ ル 集の現 状 と今後に おける 充 実の 方向性につい て報告が あった 。
（２ ）県内 大学リポ ジトリにつ いて（資 料 ２ ）
資料 ２につい て、長崎 国際大学 の飯島課長 から 説明があり、 ２回のア ンケート 調査
結果を踏まえ 、現時点 での共同 リポジトリ 構築 は困難である と判断し た旨、報 告がな
された。 長崎 国際大学 では 、広 島大学から の誘 いで、国立情 報学研究 所の第３期 CSI
-1-

事業領域３： 学術情報 流通コミ ュニティ活 動支 援の連携機関 として 、 参加申請 を出し
ている。決定 すれば 、NII が提供するリポ ジト リシステムの 運用検討 ・実装実 験等モ
ニター協力を すること になり 、その中 で得た情 報 等を長崎県大 学図書館 協議会（以下、
県大図協と略 する）に も提供して いきたい 、と の考えも示さ れた。
なお、資料 ２で、
（ ２）リポジトリ 構築済み 校 中 、長崎県立 大学の 公開 日が誤り であ
るとの指摘が あり 、「2010 年 ４月１日公 開」 と 訂正された。
（注）長崎県 立大学の リポジトリ 公開日に ついて は、６月１０ 日にシー ボルト校か ら 、
公開日と登録 件数 訂正 の メールが 加盟館宛 に送 られた。
（ 一般公開 日：平成 ２ ２年
３月 ３０日、 登録件数 ：佐世保校 170 タイトル 、シーボルト校 172 タイトル 、合
計 342 タイトル ）
（３ ）平成２ １年度決 算報告・監 査報告に つい て（資料 ３）
資料 3 について、事務 局より説 明があり、 審議 された。監査 館である 長崎総合科 学
大学による監 査結果が 、出席者の 吉田課長 によ り報告され、 拍手によ り承認され た。
（４ ）平成２ ２年度事 業計画 （案 ）につい て （ 資料４）
事務局から、 資料 ４ に ついて、 研修会・講 演会 、継続事業等 の提案が なされ、 審議
の結果、原案 通り承認 された。
（５ ）平成２ ２年度予 算案につい て（資料 ５ ）
今年度の事業 計画が承 認さ れたと ころで 、事務 局 から今年度 予 算案の説 明があった 。
また、 長崎大 学の会費 支払いに ついては、 従来 どおり 事務局 経費と相 殺したい ので 、
承認いただき たい との 申し出があ った。
これに対して 、長崎国 際大の飯 島課長より 、 長 崎大学の会費 支払いに ついて、 公認
会計士による チェック が入らな いのかとい う質 問、 および、 予算につ いて、 県 大図協
のサーバー には RAID システムが入っ ていないの で、ハードディス クの増設 によ りバ ッ
クアップ体制 を構築で きないか 、 という提 案が なされた。
これに対し、 事務局か ら、 長崎 大学では 監 査法 人からチェッ クを受け ているが 、 本
協 議会の会費 について は、支払 いの 実態が ない ので対象とな らないこ と、 また 、本協
議会の会計年 度が大学 の会計年 度と食い違 うこ とから、会費 支払い上 の困難が 生じる
ので、従来ど おり 相殺 したい旨 、説明があ った 。 また、県大 図協のサ ーバーの 件につ
いては、今年 度より、 費用をか けてサーバ ーの 充実を図りた い という ことで、 全員了
解し、拍手に より承認 された。
−

＜

休

憩

１４ ：０５〜１ ４：１５

＞

−

（６ ）平成２ ３年度総 会会場館に ついて（ 資料 ６ ）
事務局より、 資料 ６ に もとづい て、ローテ ーシ ョンの説明が あり、次 年度の総 会会
場館は 、長崎 県立大学 になると の説明があ った 。 今年度の 長 崎ウエス レヤン大 学で 、
私立大学での 開催が一 巡し 、次 年度より公 立大 学へシフトす る。 平成 ２０年度 に、 長
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崎 県立大学と 長崎シー ボルト大 学は 統合 さ れ、 長崎県立大学 佐世保校 とシーボ ルト校
になった 。平 成２３年 度の会場 については 、 両 者の話し合い の結果 を 長崎大学 へ報告
するというこ と で 、本 村グルー プリーダー に確 認したところ 了承され た。よっ て、平
成 ２３年度は 、長崎県 立大学が会 場館と決 定し た。
（７ ）平成２ ２〜２３ 年度役員館 の改選に つい て（ 資料６）
事務局から資 料 ６と会 則、選挙 手続 きの説 明が あり、平成 ２ ２〜 ２３ 年度の役 員館
と監査館の選 挙が行わ れた。
開票の結果、 幹事館は 国公立が 長崎大学、 私立 大学が長崎国 際大学、 短期大学 ・高
専が 、長崎女 子短期大 学と決定 し、互選に より 長崎大学が代 表幹事館 に選出さ れた。
また、監査館 は 活水女 子大学と決 定した。
（８ ）その他
６月 １日に開 催された 幹事会会 議 を受けて 、総 会開催までの スケジュ ールを大 枠で
決めた ほうが よいとの 提案が出 された。そ の内 容は、 ４月に 総会開催 日時決定 および
通知、 ５月に 研修企画 委員会お よび幹事館 会議 、 ６月初旬に 総会開催 という説 明がな
され、全員一 致、拍手 で承認され た。
４．報告事項
（１ ）平成２ １〜２２ 年度研修企 画委員に つい て（資料 ７）
事務局から、 資料 ７ に ついて説 明があった 。研 修企画委員は 、２ 年任 期で、昨 年選
出されている ため、現 行 ４名の継 続がその まま 確認された。
（２ ）各館の 当面する 諸問題につ いて
各館か ら以下の とおり報告 があった 。（発 言は着席順）
長崎県立大学 ：

名古 屋で開催 された公立 大学 図書館協議会 に参加し た。 国会 図書

館で学位論文 のデジタ ル化 が始 まるそうで ある 。7 月からの 作業をす すめたい 。公
開するにあた り、国会 図書館か ら大学へ著 作権 処理手続きへ の参加を 依頼 する とい
うことである 。 国会図 書館が博 論のデータ 公開 に当たり、そ の執筆者 の連絡先 を授
与大学に確認 し、その 後、 NDL が執筆者 に許諾 の確認を取る ようだ。
長崎総科大学 ：

昨年 、図書館 システムを 更新 し 、連休時期 より稼動 している 。 メ

ーカーは 従来 と同じ で ある。
活水女子大学 ：

携帯 で図書資 料を写し取 る学 生が増加して いる。延 滞も多い 。他

大学がどのよ うな対処 をしている か 、この 場で 相談したい。
長崎純心大学：

書庫 の狭隘化 が深刻で ある。携帯 の件は 、
「る るぶ」等 の旅行ガ イ
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ドで見かけた 。目撃す ると注意 している が、OPAC の画面を携帯で映 す 現代の学 生の
世代に対して の対応を どうすれ ばいいか悩 んで いる 。延滞の 督促は、 遅れてい る期
間は貸出停止 という措 置である 。卒業時に は ゼ ミ担当の教員 より連絡 してもら って
いる。
長崎国際大学 ：

次年 度システ ムのリース が切 れるので 検討 中である 。電子ジ ャー

ナルの 利用が 伸びない 。金額が 高いので憂 慮し ている。もう 少し利用 促進の工 夫が
必要。 各学科 より２名 ずつ選出 し、教職員 と 合 わせて１２名 で福岡ま で行って 選書
を行った。学 生が一人 25,000 円で教職員が 50,000 円の予算で、学 生には食事 代と
して 1,000 円支給した 。大変好 評であった ので 今年度も実施 する予定 である 。携 帯
での資料撮影 は、禁止 の張り紙 などはして いな いが、シャッ ター音が 出るので 館内
で使用を見か けたら使 わないよ うに指導し てい る。教員から の課題で 撮影して いた
実例があり、 その教員 には説明 し理解して もら った。督促の 労力は生 産性のあ る仕
事ではないの で 、正直 もったいな いと思う が 、いい解決策が ない。
長崎外国語大： 今年度でシ ステムの リースが 切 れるので他大 学の意見 を聞きたい 。
携帯での撮影 は、現状 で は禁止 ではない。 延滞 は 期限を切っ て確認し ている。 学生
支援の各部署 に督促者 名を伝達し て依頼し てい る。
長崎玉成短大 ：

携帯 での撮影 はたまに見 かけ る程度。延滞 は、最終 的に 、ゼ ミ担

当の 教員に連 絡してい る。
長崎女子短 大：

入 館者が昨 年激減。原因不明 で ある。利用 者の意識 調査を試 みる。

携帯撮影につ いては、 入館時に 携帯の電源 をＯ ＦＦにさせて いる。延 滞につい ては
入り口に延滞 者の氏名 を掲示し ている。ま た卒 業時に各部署 でＯＫが 出ないと 卒業
できないよう にしてい る。
長崎短期大学 ：

携帯 撮影につ いては、注 意す るに留める。 傍 観とい った感じ であ

る。 延滞につ いては、 利用が減 少している こと もあって、細 やかな対 応が必要 だと
思っている。 利用促進 について、 今後対策 を講 じて生きたい 。
佐世保高専 ：

高専機 構は一時 、仕分けの 対象 となった。交 付金が年 々減少し てい

る。施設の更 新、資料 の購入が 難くなって いる 。本学は、 １ ５歳 から ２２歳ま で在
籍している関 係で、高 校と大学 の両側面を 持っ ている。図書 館を学外 の方に開 放す
ることに一抹 の心配が ある。ま た、携帯の 撮影 機能を開発し たのが 本 校の卒業 生で
あるため、携 帯電話使 用に寛容 である。最 近の 学生にはノー トも取ら ず 携帯で 黒板
撮影をする者 までいる 。図書撮 影の行為に 及ん でも注意しづ らいかも 知れない が、
禁止したい。 行為自体 は、まだ 確認できて いな い。卒業時に 各クラス 担任、専 攻科
長に連絡する 。時間は かかるが、 100 ％回収でき ている。
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長崎大学 ：

中央図書 館が築 ４ ０年で施設 が古 い。事業仕分 けにより 予算をか けら

れなくなった 。入館者 が減 少気 味であり、 利用 の活性化を促 したい。 長崎ウエ スレ
ヤン大学にて 開催され た講演会 に来たが、 学生 が中心となっ て運営し ており 、 驚い
た。携帯での 資料撮影 は 特にな い。延滞に つい ては、学生番 号を掲示 し、日常 的に
督促している 。延滞の 日数だけ 貸出停止を して おり、各学部 図書委員 を通じて 、注
意するように している 。
長崎県立大学 ：

補足 したい。 延滞につい て、 九州 地区大学 図書館 協 議会の公 立部

会では、卒業 時に延滞 がある学 生には、卒 業証 書を渡さない ところが ２箇所ほ どあ
った。 シーボ ルト校の 場合、掲 示、督促状 の発 送という流れ だが、督 促状の文 面を
より強制力の ある文章 に変えて みた。卒業 式の 受付に立って 、督促す ると効果 があ
る。携帯撮影 について は 、見た ことがない 。県 立大学の方で も同様の 措置であ る。
また、 佐世保 校では、 延滞者の 学籍番号を 掲載 するほか、各 職員が１ 学年ずつ を受
け持ち、本人 、保護者 、ゼミ教 員へ協力依 頼の 電話連絡をし ている。 最終的に は 、
卒業説明会の ときに呼 び出しを して回収し てい る。携帯電話 での資料 撮影は、 たま
に見かける程 度で 、 館 内で問題 になるほど では ない。昨年度 参加した 文化庁の 著作
権講習会でも 、他館 から同様の 質問があ ったが 、
「書店等と は違って 図書館での 撮影
は著作権法上 は問題と ならない 」との回答 だっ た。本学でも 見かけた ら騒音防 止の
ため注意する 。
長崎 ウエスレ ヤン大 ：

携帯の 資料撮影は 見た ことがない。 館内での 携帯使用 は厳

重に注意して いる 。 延 滞につい ては、日常 的な 督促で対応し ている。 他大学と 同様
である。
（３） その他
次回会場校で ある長崎 県立大学の 貞森館長 より 挨拶があった 。
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