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あなたの境■のタイブとレペルは？！

　２００２年 ・平成１４年度の後期も残り少なくなり

ました。前回（長崎大学附属図書館報Ｎｏ．８５）

は

　あなたの図書館利活用レベルは？！

の点検をお勧めしました。その後の進展の様子

‘まし 、カ、カミ？

附属図■館長　安河内　義　己

　今回は，い っそうの甲斐ある大学生＜生き方

を学んで大人となる＞生活の日々となりますこ

とを念じ
，

　あなたの読書のタイプとレベルは？１

点検をお勧めします 。

古今東西の読書論を一瞥するまでもなく ，読書
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のタイプにいろいろあることは，また読書のレ

ベルにいろいろあることは，すでにあなたが実

感されているとおりです。ここでは，学部生 ・

院生みなさんの読書の様子を見ていて，筆者な

りに整理した次の６っの読書のタイプとレベル

を提示いたします 。

タイプ！ ・っんどく型……………・・・… レベル１

タイプ２ ・キャッ チャーミット型

　　　　　　　　　　　　　　　　 ・レベル２

タイプ３ ・砂時計型・・………・・・・……… レベル３

タイプ４ ・冷蔵庫型…………一・……・ レベル４

タイプ５ ・味噌漉し型……・………・・… レベル５

タイプ６ ・シェイカー 型一・・…・・……・ レベル６

　さて，あなたの読書生活はどのタイプ，どの

レベルにあるのでし ょうか 。

タイプ１・ つんどく型……………・・・… レベル１

「１’一■■■１１■１「文字どおり積んで置くだけ。だが ，

；様態；
＝　　 、．．．」まるっきり読まないのではない

。

読んでいるのである ，書名は。もしかしたら著

者名，あるいは出版社名も。しかし，今は，読

まないのである 。だが，そのうち読む，かもし

れないのである 。

「■■■■１■１■■■■■「頁は繰らない。しかし，中身をチ
１方法；
１．．．． 　　　 」ラリと覗き見することは，してい

ないでもない。この覗き見も読みの一法 。

「　　 ■１■■「読書に三行半を突きっけられない

１効用１
１．．．．．．．．．、」でいる状態。エンジンは掛か って

いるが，ギアはニュートラル。読書生活と絶縁

したところからのスタートは大変だが，エンジ

ンは冷えきっ ていないのでその分が楽。こうし

て明日への望みを捨てないでいると ，己が人生

を日々好日とすることが可 。

「■■■１■１■■■■「これまで積ん読はけなされてきた
。

１レペル；
Ｌ．．．．．．．．．．、」 積まれた書はいつ手にしてもらえ

るか，ひたすら待ち続けるしかない。待 って待 っ

て， ひょっとしたらあの世で陽の目を見させて

もらえるのかもしれないのだ。積ん読はゼロレ

ベルの読みではない 。

タイプ２ ・キ ャッ チャーミット型

　　　　　　　　　…一…………・・ レペル２

「一■■一 　　：とんなホール（書）でも受け止め
；様態１
ＬＬ

．．、．、．．．．
」る 。しかし ，手元には何も残らな

い。 すぐ返球してしまうので。素早く読んで素

早く文章内容 ・情報内容を理解 ・認知。そして

素早く次の捕球（読書）行動に移行する 。

「■■■■■１１１■■■「ストレート（報道文） ・カーブ
；方法１
＝　　

、、一

」（説明 ・解説文） ・スライター

（評論） ・フォーク（論文）などと ，球種（文

種・ 文体）に応じた捕球術（読書法）を駆使し

た速読法を採る 。

０　斜め読み

　１行１行を視野に入れるところからスタート

するが，すぐに２行が，そして３ ，４行が一度

に視野に入 ってくるようになる。そうすると縦

書きであれば右上から左下へ，横書きであれば

左上から右下に向か っそ，斜めに数回目を走ら

せれば１頁が読めるとなる 。

＠飛ぱし読み

ｉ段落ヘッド読み

　行が変わ った１行の頭（ヘッド）から５～１０

文字ほどを読んだら，次の段落の１行目へと目

を移す。そのうちに２つから３っの段落の頭が

一度に見えてくるようになる 。そうすると０

「斜め読み」よりもスピードはア ップする
。

ｉｉキーワード読み

　１頁中からキーワードだけを抜き出して読む
。

キーワードを抜き出すには，最初のうちは（Ｄ

「斜め読み」や＠・ｉ　ｒ段落ヘッド読み」のお世

話にならざるをえないが，そのうちに　キーワー

ドが文章中からひとりでにパッパッ と踊り出し

てくるようになる 。そうなると「飛ばし読み」

は「ぶ っ飛ぱし読み」の佳境に入る 。

＠　カメラアイ読み

　１頁を一瞥して脳カメラに写し撮る読み。読

むというより見るに近い。慣れてくると見開き

頁（ということは２頁）を一度に写し撮ること
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ができるようになる 。こうなると岩波新書も３０

分間で読破が可。

「■一■■一…一■…「多量で多様な情報受信向きの読み
。

；効用１
１．」　　　 ．、」 速読は，読者に，何のために，何

を読むかを決定せよ ，と迫る 。情報受信するに

その目的 ・その目標が明確でないと ，速読はで

きないからである 。例えば，＠「カメラアイ読

み」の有効性がよく実感できるのは，自分の構

築した論理のオリジナル性を打診し確認すると

いう目的 ・目標があるとき 。なぜなら ，論文を

公表するとなれば，先行論文のできるかぎりの

点検を短時日のうちに完了させることが迫られ

るので。そういうわけで，このタイプ２「キャッ

チャーミット型」読みは，情報のよき受信者と

なる力量を育てることとなる 。

　また，博覧強記に通じる読みともなる 。

　ただし「キャッ チャーミット型」が有効なの

は， 伝達の論理によ って構築された情報の受信

に際してであ って，虚構の論理による文学作晶

や文芸作品を愛でるには不適 。

「■■■■■■■■■■■■「学生諸君にまず身につけて欲しい

１レペル１
＝． 　　　 ．．．」のがこのレヘル。軽薄にして雑読

乱読と眉塑められようが構うことない。貧欲な

読書欲のままに情報世界を渉猟しよう 。そのエ

ネルギこそが宝。そんな早読みで内容の確かな

理解と認知が得られるかという人がいる 。それ

は速読体験なき人の言。速読は速くなればなる

ほど集中力はア ップ，アドレナリンの分泌は促

され，ドーパミンが脳を活性化する 。よ って ，

返っ て研ぎ凄まされた理解 ・認知の獲得となる 。

　このレベルの読みが始まるとレベル１ｒっん

どく型」は無くなるか，否である 。積ん読の量

はますます大となる 。

タイプ３ ・砂時計型…………・・・・・……・ レベル３

「■■■■■■■■■■■■「砂時計の砂が上から下にそ っくり

；様相ｉ
＝　　　 」移動するように，発信された情報

をできるだけそのまま忠実に受信する読み。主

観的読みに対して客観的読みとい ってもよいが ，

純粋に客観的ということはありえない。そこで ，

できるだけ受信者の思い入れを封じ込め，早と

ちりや誤解，曲解に陥ることを極力警戒しっっ

読む 。

「止…川一皿……「まず「砂時言十型」の読みに値する

１方法１
＝．．．．　　　 」本や文献に出会うことが肝要。そ

のためにはタイプ２「キャッ チャーミット型」

の読みがいよいよ欠かせない 。

０　書き込み読み

　書き込む内容はいろいろあ っていい 。

　ｒあの本を読め」と書名が記されていたり
，

読んだ日時が記されていたり ，も 。

＠　ライン引き読み

　ラインに限らず○△×などいろいろな記号を

付しっっ読む。今，『三色ボールペンで読む日

本語』（齋藤孝　角川書店）ブームだが，これ

も「ライン弓１き読み」の一っ 。

　以上，ｒ書き込み読み」ｒライン弓１き読み」は

「砂時言十型」読みの確実な方法であるが，読む

場所が限定され筆記具の携行が欠かせないのが

不便。その点，次の方法は場所も選ばず記具も

不用 。

◎　頁折り込み読み

　必要なことが記されている頁の角を折り込み

ながら読み進める。ただし文庫本や新書版使用

の用紙は薄く ，日が経っと折り込み箇所の識別

が不可。再読，再々読をしようとするとイライ

ラさせられる 。

＠　ポストイ ット貼付読み

　筆者が採 っているのは今のところこの方法 。

必要な部分にポストイ ットを貼付しながら読み

進める 。ノリ部分の性能がよくな ったので，再

読， 再々読の際，何回でも貼付し直しが効くの

がありがたい 。

「■■■１■■■■■■■「「砂時計型」はまず面白くない 。

１効用１
＝． 　　　 ．．．」 退屈である 。眠気がしてくる 。し

かし ，タイプ２「キャッ チーミット型」を既に
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身に付けた読者なら，「砂時計型」の読みの必

要を実感しているので，ここは難なく克服でき

る。 そのことよりは，文章法や表現法が獲得で

きるところに「砂時計型」読みの醍醐味を見出

すであろう 。これまでのタイプ１「っんどく型」 ，

タイプ２ｒキャッ チャーミット型」の読みで手

に入 ったのは，文章内容 ・表現内容だけであ っ

た。 文章法や表現法，っまり自己表現のための

有効な方法としての具体的な表現形式や表現の

手立て，手１順の，いろいろな獲得にまでは至ら

なか ったのである 。ｒ砂時計型」は自己表現の

ための方法の獲得に通じていく読みであり ，情

報のよき発信者としての力量を積んでいくこと

となる読みである 。

「一■■■■Ｉ“一■■「レベル３「砂時計型」は，レベル
１レペルｌ
ｌ　　　　＝２レベル「キャッ チャーミット型」

の前に位置づけよというのが大方の主張である 。

小・ 中・ 高等学校の国語教室を見よ。読解だ精

読だと称される「砂時計型」読みがなんと１２年

間も連綿と続くのだ。これが大量の読書嫌いを

生み出す元凶である。しかし，レベル２「キャッ

チャーミット型」の後にレベル３として「砂時

計型」の読みを位置づけると ，情報のよき受信

者育ちから情報のよき発信者育ちへの道が開か

れる ，となるのだ 。

　なぜか。「砂時計型」の読みは，発信された

内容の受信だけではなく ，発信者の立場や意図 ，

伝え方にっいての情報までも受信するからであ

る。 次のように。＊１

（１）なんのための発信か，その目的 ・目標包

（２）どこからの発信か，受信者との位置関係を 。

（３）どんな手立てや手１順を駆使しているか，伝

　え方の工夫を 。

　＠　題名の付け方を 。

　＠　見出しの付け方を 。

　＠　図 ・表 ・写真 ・イラストに付した標題の

　　付け方を 。

　＠　文の構成の仕方を 。

　＠　段落の構成の仕方を 。

　＠　文体の工夫の仕方を 。

　＠　割り付けの仕方を 。

タイプ４ ・冷蔵庫型一…………・・・・・… レペル４

「■■■■■１一■■■■■「レベル４ｒ冷蔵庫型」はｒ砂時計

Ｌ苧。隼」型」と同様
，多読には不向き 。こ

こでもレベル２の「キャッ チャーミット型」を身

にっけておくことは基本。情報の発信者たらんこ

とを確かに自覚し，よき発信者となることを始め

から目指して読む。発信に必要な材（発信内容 ・

発信方法）を蓄積し保存する読みである 。

「■一■■１■一１■■■■「蓄積し保存するに足るとなる材に

１方法 １

Ｌ．．Ｌ、．．．、」いかにして行き当たるかが先決 。

それはほとんどレベル３の「砂時計型」読みの

ありように懸か っている 。

０　メモ型読み

　市販のメモカードもあるが，独自に工夫した

のを作成，活用の人も多い。筆者は面倒が先に

立っ て長続きしなか った 。

＠　抜粋］ピー型読み

　コピー が手近に安直に使える昨今だからこそ

の方法。コピー する箇所にポストイ ットを貼付

するので「ポストイ ット貼付読み」とい っても

いいが，その箇所を コピーして，活用しやすく

保存するところがミソ 。

＠　原本集積型読み

　筆者の今はもっ ばらこれ。＠「抜粋 コピー型

読み」は，結局は コピーしたのをまた取り出し

て目を通さねばならず，それならば定めた場所

に積み上げておいた原本を手にすれば済む。そ

の際，余分な所に走らせた目が ，・ 思わぬ宝を発

見する ，という余録にも預かれる 。

「一■■■■１■一■■■「自分の読書のありよう ，多寡，広

１効用１
Ｌ、．．一．、、皿．」狭，傾向，偏りなどが否応もなく

自覚させられる。それゆえに向後手にしたい本

のリストづくりなどを思わずや ってしまう 。タ

イプ１「っんどく型」の効用として「己の人生

を日々好日とすることが可」とい っておいたが ，

このリストづくりなど日々好日のささいな具体

の一つ 。

一４一
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「　　　「レヘル４の「冷蔵庫型」読みに至 っ

＝レペル；
１．．．．．．．．．．．．」て，読みは，目的としての読みか

ら手段としての読みへと変換させられる 。レベ

ル１「っんどく型」，レベル２「キャッ チャー

ミット型」，レベル３「砂時計型」の読みは
，

読むこと自体がそのまま読むことの目的であ っ

て， 読み終わ ったその時点で読みは完結である 。

に対してレベル４ｒ冷蔵庫型」読みは，読むこ

と自体は何事かを為すための手段であ って，読

み終わ ったからとい って読みは完結ではない 。

為すこととした何事かの達成を見るまで，多種

多様な材の蓄積保存が進行する 。

タイプ５ ・味噌漉し型……………・・・… レベル５

「■■　　　 １「タイプ４「冷蔵庫型」は，発信者
１様態；
；．．．．．．．．．．．．．」たらんことを確かに自覚した読み

。

その自覚に立 ってまさに発信者とな っての読みを

するのがこのタイプ５「味噌漉し型」。自分の発

信に必要な養分のみをしっ かりと漉し採る。粕は

捨てる。漉し採る読みだから，速読では無理 。

「一■ 　　　 ■「漉し採る，っまり他者のものであ っ

１方法１
；．。．．．。．、、」た情報を自家薬寵中のものする

。

自分の発信目的 ・目標の達成に沿うように受信

した情報を再構成するのである 。再構成の読み

にはいろいろな方法がある 。

（Ｄ　図式化読み

　図式化されてない情報を図式化してみる読み ，

図式化されている情報を再度図式化してみる読

み， と二通りある 。図式化は，図式を構成して

いる部位のそれぞれに意味を付与する読みだが ，

逆にそれぞれの部位の方から主張してくる意味

をどう汲み取り ，どう位置づけるか，ここの読

みが面白い 。

＠　事例入れ替え読み

　提示されている事例を自分の発信目的 ・目標

に適う例と置き換えっっする読み 。

＠　段落並べ替え読み

　段落の並べ順は思考手順のアウトラインであ

り， どのように思考を構築したか，その骨組み

である 。そのような形で提示された思考法を ，

自分の発信目的 ・目標に適うように組み替えつ

っ進める読み 。

＠　文並べ替え読み

　文の並べ順はそのまま思考のプ ロセスのディ

テールである 。提示されたその思考法の詳細を
，

自分の発信目的 ・目標に適うように組み替えっ

っ進める読み 。

＠　リライト読み

　ｒｅ－Ｗｒｉｔｅする読みである 。勿論自分の発信

する目的 ・目標に即してリライトする。具体的

にはこれまで述べた（Ｄ～＠の読みを集積してい

けばリライトとなる ｏ

「■■■■　　　１リライト読みが中 ・高等学校の国
ｒ効用；
ＬＬ、、」Ｌ上Ｌ上一」 」語教室で，少しずつではあるがよ

うやく始まっ た。 国語教室も理解人間育てから

表現人間育てへと変換しだしたのである 。この

ことの必要と大事さを主張したのは倉澤榮吉氏

だが，理解人間育ては体制従順型に向かい，表

現人間育ては自主自立する主体的人間育てに向

かうとは氏の至言である 。＊２

「■■■■■■■■■■■■「「味噌漉し型」はレベル５とした
。

１レペル；
Ｌ皿…、」レベル５といえば，いかにも難し

そうだが，すぐれた国語教師の経営する国語教

室では小学校段階からなされている 。この型の

読みを本気でやることにするかどうかは，それ

を必要とするほどの強烈な発信目的 ・目標が持

てるかどうかに懸か っている ・

タイプ６ ・シ ェィカー型…………・・・… レベル６

「■■■■■■■■１■■「シェィカーを振 って異種のものを
；様態１
＝．．．．．．．．、．．．．」 混合してっくられるのがカクテル 。

自分の発信する情報もまた同様にして創られる 。

肝心なことは異種のものをいかに混合するかで

ある 。タイプ２「キャッ チャーミット型」を

「軽薄にして雑読乱読」と称したが，ここにき

てこの読みが役立っこと大となる 。
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長崎大学附属図書館報　Ｎ皿８７

　　　　　「「続け読み」「比べ読み」という方
Ｌ生竺一法が代表航筆者にこの読みの有

効性を実感させてくれた方は西郷竹彦氏（＊３）。

何を続け，何を比べるか，この何をの選定が難

しいが，ここがしっ かりしていると ，その成果

には目みはらせられる 。

０　続け読み

　これはアナ ログ型の読み。テーマ ・主題 ・課

題等の拡充，発展を図るのに有効。何の次に何

を続けて読むことにするかによっ て， 得られる

成果は一様ではない 。

注

＊１

＊２

＊３

＊４

詳細は拙稿ｒ書き手の立場 ・意図を考え

て情報の伝え方を評価する学習指導」

（共著『生きてはたらく国語の力を育て

る授業の創造」第１０巻ニチブン 出版２０００

年）参照されたい 。

『倉澤榮吉国語教育全集』第５巻

（角川書店１９８８年）参照されたい 。

文芸学者『西郷竹彦文芸教育全集』全３４

巻　恒文社１９９８年）がある 。

太宰府市立国分小学棟発表会

２００２．！１．９（土）

＠　比べ読み

　これはデジタル型の読み。この読みの趣旨は

「続け読み」と同じだが，その成果は比べる対

象をどれだけ多様にセットできるかに懸か って

いる 。その方法も，左右を比べてとか，上下を

比べてなどの単純なものから「たすき掛け」な

ど， 複雑に錯綜していく高度なものまである 。

　　　　 ■’

「アナ ログ型には長じているがデジ
Ｌ蟄用ｊタル型は得手でない

。という日本

すぐ入手できる主な参考文献

（Ｄ　Ｍ ・アドラ ，Ｃ ・ヴ ァン　ドーレン 共著

　『本を読む本』ブリタニカ出版１９７８年

＠　「図書」編集部編『私の読書』岩波新書

　１９８３年

＠　大内兵衛 ・茅誠司．他著『私の読書法』

　岩波新書１９９１年４２刷

＠　加藤周一『読書術」岩波現代文庫

　２０００年

人の傾向を考えればｒ比べ読み」はもっと試み

られてよい。アナロ グ型は次のことをよくする 。

一っは，対象の分析を即物的に進め，事実をラ

ンダムに析出する 。よ って分析 ・析出作業の結

果は質量ともに多量で多様となる 。二つは，分

析・ 析出に対する総合 ・統合という ，相反する

二っの作業を同時にフリースタイルで進行させ

ることができる 。その結果得られるカクテルは

豊穣となる 。

「１一一■■■■一１一■「「シェィカー 型」をレベル６とした
１レペル；
Ｌ．．．．一、、一川」のは，この読みが難しいからでは

なく ，日常的に必要とされることが少ないから

である 。しかし，い ったん問題解決，課題達成

の要に迫られると「シェィカー型」は威力を発

揮する 。そして面白い。福岡県国分小の６年生

が， １作晶を３ブ ロッ クに分割し ，それを３作

晶合わせて９ブロックを「たすき掛け」読みし ，

中学生レベルの成果を上げた実践がある。＊４
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■
長崎夫学附属図書館報　Ｎ皿８７

センズベリ日本文化芸術研究所主催
長崎夫学附属図書館協賛「国際古写真研究学会」
（於　ノリッ ジ・ イギリス）報告

長崎大学附属図書館研究開発室員

環境科学部環境政策講座教授姫野順一

　国際学会ｒ真実の映出一１９世紀の日本写真」

　　　Ｒ功ｅｃｔ加ｇ　ｒ刷仇ｊ　Ｊ卯ｏｎｅｓｅ　Ｐｈｏｔｏｇｍｇｈ〃加仇ｅ　Ｗ加ｅｔｅｅｎ仇Ｃｅれ伽”

　　　Ｓｏ伽ｒｄｏリ２れｄ１，ｒｏひｅｍｂｅｒ ２００２

　　　Ｌｅｃ伽陀肋ｅ鮒ｅＷｏ〃１ｃｈＳｃｈｏｏｌげＡ材ｍｄＤｅｓ１９ｎ，Ｄ脈ｅ鮒ｅｅｔ，Ｗｏｍ肋

　　　０ｒｇｏ加ｓｅｄ　ｂリＳｏ加ｓｂ〃”肋ｓ加伽蛇カｒ仇ｅ　Ｓ伽ｄｇ　ｑグＪ卯ｏ鵬ｓｅ　Ａれｓ　ｏｎｄ　Ｃ〃伽陀ｓ

　　　加Ｃｏ－９９ｅｍ向ｏ兀〃ｉ仇Ｗｏｇｏｓｏ畑びｎ加ｅｒｓ｛妙工妨ｍ”

　１１月２日 、イギリスの古都ノリンソの芸術テザイン専門学校における講義室で、センスヘリ日本文

化芸術研究所に長崎大学附属図書館が協賛して、日本古写真の研究発表をおこなう国際学会を開催す

ることができました 。

　センズベリ日本文化芸術研究所はイギリス人なら誰でも知 っている大スーパーｒセンズベリ」のオー

ナーであるロバート＆リサ ・センズベリ卿夫妻が所長のニコル ・ルマニエさんに資金援助して１９９９年

に創設された日本の文化と芸術を研究する研究機関です。オフィスはノリッ ジ大聖堂の敷地内にあり

ます。この研究所には同じくノリッ ジにあるイースト ・アングリア大学およびＳＯＡＳ（ロンドン大学束

洋アフリカ学部）の日本芸術文化の研究 スタ ッフが参画しています。またイースト ・アングリア大学

のセンズベリ絵画センターには、卿夫妻の寄付による世界中から集めた絵画 コレクションが展示され

ています。今度長崎大学附属図書館が協賛した国際学会は、研究所における第二回目の取り組みです 。

第一回目は、２０００年にコロンビア大学のドナルド ・キーンさんなど世界の日本研究者５人を招いて開

催され、日本文化に関するこの国際研究学会の成果は『日本芸術の生誕と再生」（Ｂｉｒｔｈ 　ａｎｄ

Ｒｅｂｉｒｔｈｓ　ｉｎ　 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ａｒｔｓ，Ｅｄ ．ｂｙ　Ｎｉｃｏ１ｅ　Ｃｏｏ１ｉｄｇｅ　Ｒｏｕｓｍａｎｉｅｒｅ ，Ｈｏｔｅｉ　 Ｐｕｂ１ｉｓｈｉｎｇ，Ｌｅｉｄｅｎ）

と題されて２００１年に刊行されています
。

　今回の第二回目はｒ日本の古写真研究」がテーマに選ばれました。ロンドン在住の日本古写真の研

究者であるセバスチャン ・ドブソン氏の仲介で、日本における代表的な日本古写真の所蔵機関であり
、

インターネ ットで世界に日本の古写真を発信している長崎大学がこのセンズベリ日本文化芸術研究所

の主催する国際古写真研究学会に協賛することとなりました。私は図書館長の挨拶を携えて当日学会

に参加いたしました。会の様子は直後の４日に図書館の喜多専門員に送 ったメールに臨場感がありま

すので、文法や間違い個所を訂正して紹介いたします 。

　「これを今、Ｎｏｒｗｉｃｈの７００年続くＩｎｎのＭａｉｄｓ　Ｈｅａｄというホテルで書いています。先ほど、よ

うやく苦労してホテルからダイアルア ップでＮｉｆｔｙに繋げることができました。一昨日 、長崎大学附
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長崎夫学附属図書館報　Ｎ皿８７

属図書館がセンズベリ日本文化芸術研究所に協賛した国際古写真研究学会は大成功でした。観客は約

！３０人ほどで、多くはこの研究所が毎月開いている公開講座の受講生であるＮｏｒｗｉｃｈ市民です。ロン

ドンからも参加が多く 、また竹内駐英公使もお見えにな っていました。所長のルマーニエさんはニュー

ヨークの別の大きな展覧会の準備で留守だ ったため、代わりに冒頭イースト ・アングリア大学の学長

経験者でナイトの称号を持っエリザベス ・エスティーブ ・コルさんが主催者として挨拶をしました 。

そのあと安河内図書館長からの挨拶を披露させていただきました 。

　学会は午前中、Ｓｅｂａｓｉｔｉａｎ　Ｄｏｂ
ｓｏｎがベアトの日本における活動を紹介し、オーストラリアからき

たＬｕｋｅ　Ｇａｒｔ１ａｎ がＳｔｉｌｌｆｒｉｅｄの日本での写真を紹介し、日本から来た元朝日新聞社写真部の後藤和

雄さんがｒ欧州で発見した写真」をビデオで紹介しました。午後はアメリカ 、シンシナティ 大学の

Ｍｉｃｈｉｋｏ　Ｈｉｒａｙａｍａ さんが古写真に見るｒ修養」とｒ教養」にっいて報告し、東大の木下直之さん

が「遺影考」ということで、死者の肖像写真に関する考察を報告し 、アメリカのダマースト大学から

やっ てきたＡ！１ｅｎ　Ｈｏｃｋ１ｅｙさんが１９世紀末の日本古写真について、これらが「フジヤマ」、ｒゲイシャ」
、

「ハラキリ」という日本イメージの起源であるという面白い報告をしました。最後に地元で会場にも

なっ ているＮｏｒｗｉｃｈ　Ｓｃｈｏｏ１ｏｆ　Ａｒｔ　ａｎｄ　ＤｅｓｉｇｎのＲｉｃｈａｒｄ　Ｄ
ｅｎｙｅｒ さんが、初期のイギリス写真

に関する報告を行いました。私も 、九州（日本）の古写真史に関するぺ一パーを準備し、最後に報告

する予定でしたが、途中アラームが鳴り止まないと言うハプニングがあ って時問が窮屈とな ったので 、

これは取りやめました。代わりに、会終了後のレセプションで長崎大学のデータベースをご披露し 、

解説しました。こちらの方は、インターネ ットヘのアクセスがダイヤルアッッ プだ ったせいもあり 、

超高精細の方は披露できずに残念でした 。

　ということで、会は成功裏に終了し、皆さんから共通に長崎大学のデータベースを積極的に活用し

ていると聞かされました。また公使はじめ、皆さんから長崎大学に対するねぎらいの言葉をいただき

ました。昨臼『古写真研究」第２号の英文部分の編集会議をもち 、原稿の編集内容と出版のスケジュー

ルを確認しました。」〔２００２年１１月４日Ａ七Ｎｏｒｗｉｃｈ〕

　この学会はささやかながら世界各地の日本古写真研究者が初めて一同に会する機会となりました 。

この学会で報告され内容は今後の日本の古写真研究にとっ て一里塚となるものです。この成果の公表

は今後の古写真研究の「シード」となります。長崎大学附属図書館では、協賛の一環として、ここで

発表された報告を不定期で発行している『古写真研究」第２号に収録し２００３年３月末に刊行する予定

です。これは英文として収録されるものですが、今後この研究誌をきっ かけに内外で古写真研究のネ ッ

トワークの輪が広がることを願 っています 。

　今学会中、フランスのＬｉ１１ｅ近くのＨａｕｂｏｕｒｄｉｎから参加したフランス人の日本吉写真 コレクター で

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｆｒａｎｃｅ　Ｊａｐｏｎ　Ｎｏｒｄを主宰しているジ ョゼフ ・デ ュボアさんにもお会いでき 、研究協

力を約東できました。またフランスのパリのギメ東洋美術館には、まだ未整理の日本古写真が大量に

収蔵されているようです。世界各地から集まっ た研究者からはサンフランシスコのコレクター である

Ｊｅｒｒｔ　 Ｓｔａｎｏｆｆさん 、お父さんが有名な詩人であるニューヨーク在住の日本古写真研究者Ｃｈｒｉｓｔｉｎｅ
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Ｇｕｔｈさん、それにハー バードの大きな古写真 コレクシ ョンであるＬｏｎｇｆｅ１１ｏｗ　Ｃ ｏ１１ｅｃｔｉｏｎ，Ｌｏｎｄｏｎ

やイギリス 国内のコレクターなど多くの情報を聞くことができました
。

　２０００年に長崎で蘭学歴史研究国際 ンンポンウムを開催し 、ライテン大学の日本研究者を多く招待す

る機会がありましたが、その折オランダの写真研究者ムースハルト氏は日本古写真研究の国際ネ ット

ワーク作りの必要を強く訴えていました。このライデン大学と長崎大学との間には研究協力の太いパ

イプがあります。また長崎大学は、現在インターネ ットで日本の古写真を世界に発信していますが
、

これを見たアメリカ 、ボストンのマサチ ューセッツエ科大学（ＭＩＴ）の割１１教授を通じて、ジ ョン ・

ダワー 教授とのプ ロジェクト「古写真におけるアメリカと日本の異文化交流」（２００３－４年）での共同

研究のお誘いを受けています。ジ ョン ・ダワーさんは２０００年に『敗北を抱きしめて」（伽わｒｏｃ確

Ｄ碓”， Ｗ．Ｗ． Ｎｏｒｔｏｎ　ａｎｄ 　Ｃｏｍｐａｎｙ／Ｔｈｅ　 Ｎｅｗ　 Ｐｒｅｓｓ ，１９９９、『邦訳」（上） ・（下）岩波書店２００１

年）でピューリッッアー 賞を受賞したことで有名ですが、ダワーさんは異文化理解に日本の古写真が

役立っことを早くから見抜いていたようです 。

　このように、長崎大学附属図書館が科学研究費補助金により開発しインターネ ットで世界に発信し

た情報がｒシード」となり 、国際的な日本古写真研究のネ ットワークのｒ華」が咲いていることを大

いに喜びたいと思います。そして、長崎の地域特性を生かしたこのような長崎大学の研究資産を拡充

し、 今後ますます世界に向けて発信することを目指せないかと思案しています。（この学会の内容は
、

地元ブ ロック誌である肋３１舳Ｄｏ妙１〕ｒ舳で報道されました）

（会場ての挨拶）

鮒鮒蝋龍欄ｒ１慌払鮒榊盆
．噌柵莇’一

蛇醐瞭撒欄践一「蟷■圭宝藺国■■■■■■■

（参加者）
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國書欝研ｒ聲スプヲシ
附属図書館では、昨年度の利用者アンケートに基づき、図書館利用者に対するサービス向上を図 って

いるところですが、今回は中央図書館を中心に、その一連の計画と改善の一部をご紹介します 。

書庫内環境の整備 スでも強調しているところです 。

１）従来、書庫内の資料の排列（資料を書架に

一定の順序に整然と並べること）などの書庫

内環境の整備には、心がけてはおりましたが 、

そのために充分な時間をかけることができま

せんでした 。

　　そこで、今年の夏３日間、図書館を閉館し

て、 全職員総動員で、新書庫内の図書資料の

シェ ルフリーディング（資料を請求記号順に

整列すること）を行いました。その際、さら

に、 重複資料等の整理に着手し、書庫内の利

用環境を向上させました 。

２）雑誌書庫内階段の照度を上げるための照明

器具の取り替え ・階段での移動の安全性を確

保するための階段の滑り止め工事を実施しま

　した 。

３）これまで不足していた、書庫内閲覧席を各

階に増設 ・新設しました 。

４）書庫内の開閉が困難なガラス窓の修理を行

ない、書庫内換気が充分できるようにしまし

　た
。

　もちろん、書庫内閲覧席で資料をゆ っくりと

閲覧するには、快適な空調が必要ですが、これ

には、予算面の事情もあり 、長期的な計画をた

てて・可能な限り少しでも快適な環境を実現し

たいと考えています 。

５）そのほか、書庫内書架へのアクセスを容易

にするための・説明 ・サインを改善しましれ

書庫内資料の活発な利用は、図書館ガイダン

　つまり 、書庫を資料が冬眠した倉庫にではな

く・ 快適に利用すべき場所として生きた書庫を

目指すものです。研究室貸出資料が図書館へ返

却されてからも、利用しやすい環境を作り出し

ます
。

閲覧室の環境の整備

１）研究室で不要とな った大型書架３連を譲り

受け・開架図書閲覧窒と参考図書閲覧室に書

架を増設し、書架上に適切なスペースを維持

　したうえで、それぞれ、開架に並べる資料を

より一層利用しやすいように配架しなおしま

　した 。

２）図書館全体、とくに、閲覧室全体の照明の

照度向上をはかり ・時間外開館中でも快適に

閲覧できるようにするために、予算との兼ね

合いも検討して、すこしづっ館内環境の向上

に努めていきます 。

　さらに、経年経過した閲覧席 ・閲覧机の更新

も予算の範囲内で、順次、実施したいと計画し

ています 。

図書館サーピスの向上

１）書庫利用時聞の延長を試行しています。従

来、９時～１７時のところを、９時～１９時と延

長して平成１４年１２月より今年度い っぱい試行

　します 。

　　これにより 、５時限の授業終了後にも、学

生・ 院生の方の書庫内利用が可能となりまし

た。 試行結果に基づいてさらなるサービス 向
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上を検討していきます
。 図書館ガイダンスの高度化

２）研究室貸出資料の共同利用を推進するため
、

研究室所蔵資料を従来以上に利用しやすいよ

う、 図書館が利用者と研究室との連絡をサポー

　トするようにしました。まだ、試行中ですが
、

今後も共同利用の推進に向けて、いろいろな

案を検討していきます 。

全館的整備

　今回は中央図書館の整備 ・改善を中心に取り

上げていますが、上記の整備は、もちろん、中

央図書館だけでなく、 各分館でも 、キャレルの

増設、事務スペースから書架スペ ースヘの振り

替え、書庫内資料の整備等全館的な対応で進め

ています 。

　また、一方では、上記のハード面に加えてソフ

ト面での電子図書館化への対応も図 っています
。

こちらのほうも、全館的体制で整備しています
。

ｌ　Ｌ　Ｌサーピスの電子化 ・国際化

　Ｉ　Ｌ　Ｌ（相互貸借）サービスにっきましても
、

従来から要望が高か った、Ｗ ｅ　ｂからの申込サー

ビスを開始しました。（各キャンパス 対応）

　さらに、Ｎ　Ｉ　Ｉ（国立情報学研究所）のグ ロー

バルフレームワークに参加することにより 、海

外へのサービス 依頼への本格的対応が可能とな

り、 円滑な情報入手が可能となります。（文教

キャンパス試行中）

　また、図書館の学術情報 コンテンツを効果的

に利用するための図書館ガイダンスも強化 ・高

度化します。本年度前期には、新入生を対象に

開講された、全学教育教養セミナーにおいて図

書館における資料の収集ガイダンスを、全館的

体制のもと実施しましたところ、新入生のうち
、

かなりの高い比率で参加頂きました。入学早々

の段階で、図書館およぴ図書館資料の利用法を

知っ ていただくことは、今後の発展的な学習を

可能とするために、大変重要なことと図書館と

しても考えております 。

　学年が進んで卒業論文作成、さらには、大学

院生とな って研究をする際にも、今後とも 、図

書館資料に関して電子化資料が拡大する状況の

もと 、学術情報を円滑に収集できるよう 、すこ

しずっレベル ・アッ プしたメニューを準備して
、

在学期間の様々な段階に対応したガイダンスを

実施する予定です 。

　この目標を達成するために、ガイダンスのメ

ニューも検討しながら、より効率化、より高度

化する努力を行な っています 。

職貝のマンパワーの向上

　最後になりましたが、大学の独立行政法人化

も控えて、ソフト ・ハード面の整備はもちろん

ですが、図書館職貝のマンパワーのスキルアッ

プ、 これが実は最も重要な問題と認識し図書館

においても努力しているところでです 。

サ　ー　ビ ス　プ　ラ ン　（全館的整備）

図書館環境の整備（ハード面） 電子図書館化への対応（ソフト面）

書庫内環境の整備

架閲覧室の整備

ｌ　Ｌ　Ｌサービスの電子化国際化

書館ガイダンスの高度化

員のマンパワーの向上

（参考調査係）
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■

ｒ　外竈絆優◎奏蘭　ノ

　附属図書館では、今後の図書館のサービスや

活動の参考とするため、平成１４年１１月２８日（木）

外部評価を実施しました 。

　外部評価委員には佐藤俊英本学名誉教授（元

館長） ・Ｂ ．バ ークガフニ長崎総合科学大学教

授・ 同大学図書館長） ・宇土行良（活水女子大

学教授 ・図書館学） ・木下誠人（長崎県立長崎

図書館長）の４名を委嘱しました 。

　事前に送付された長崎大学附属図書館に関す

る多くの資料をべ一スとして、外部評価委員は 、

午前中は、経済学部分館 ・医学分館の順に実地

視察を行い、午後からは、中央図書館内を実地

視察しました 。

　引き続き 、会議室で、学内委員である安河内

館長 ・中村医学分館長 ・柴多経済学部分館長 ・

池永文教地区委員 ・三浦事務部長が出席し 、各

課長 ・全係長の陪席のもと 、外部評価委員から

質疑が発せられ、学内委員が中心とな って説明

回答しました 。

　当日の成果は、印刷物として刊行し、今後の

図書館サービスの展開に生かされることにな っ

ています 。

、分館からのお知ら廿、

・医学分館からのお知らせ

　医学分館貴重図書資料の遡及入力を行いまし

た。

　現在、貴重図書資料は約３０００冊、１７世紀から

１９世紀にかけての資料が主です 。

　貴重図書室内には、戦禍を逃れた長崎医科大

学時代の貴重図書資料、戦後寄贈を受けた東文

庫、 及び浅田文庫等があります。シーボルトの

Ｆａｕｎａ　 Ｊａｐｏｎｉｃａ ，Ｆ１ｏｒａ　 Ｊａｐｏｎｉｃａ等の和洋図

書資料、和漢古書 ・漢方医学書等です 。

　国内にない資料も多数あり 、早速他機関から

照会がきています 。

　一度、貴重図書室を見学なさいませんか。ご

案内いたします 。

・経済学部分館からのお知らせ

（外部評価審査風景）

　かねてより利用者から要望の多か ったＤＶＤ ・

ビデオを視聴できる専用のテレビを一階情報検

索コーナー横に設置しました。視聴できるソフ

トにっきましても電子立国日本の自叙伝

（ＮＨＫ）、［ヨ本の企業家群像（丸善）、 映像の世

紀（ＮＨＫ）等いろいろ所蔵しています。どうぞ

ご利用ください 。

　また、二階自由閲覧室にキャレルを新設しま

した
。

　皆様のご利用をお待ちしています 。
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　１０月２５ ・２６日（金 ・土）の両日 、工学部社会

開発工学科土木情報システム研究室と合同で
、

長崎県高度情報化推進協議会主催のｒ第４回な

がさきＩＴフェア」に参加し 、これまで当館が

構築してきた「幕末明治期古写真 コレクシ ョン」

「超高精細古写真画像」ｒグラバ ー図譜」のデ ー

タベースを来場者に紹介しました 。

　このフェ アは、ブ ロードバンド時代に対応し

た最新のマルチメディア機器の実演展示を行い
、

県民の方々に最新のＩＴ技術に触れ、体験して

もらおうというものですが、図書館が参加する

のは初めてのことです 。

　会場では、高速通信システムや新しい携帯電

話、 あるいはインターネ ットを使 った新開発事

業とい ったプレゼンテーシ ョンが多い中で、図

書館は事前にパンフレットとＡ１サイズのパネ

ルを準備し 、情報 システム 係の二人と交代で口

頭説明にあたりました
。

　来場者には当館所蔵の古写真について知 って

いるという人も多く 、リコー製メディアサイト

の大型ディスプレーに写し出された古写真や魚

図に多くの方々が足を止め、データベースの検

索方法等の説明に耳を傾けられ、写された長崎

風景の時代背景について話し込んだり 、データ

ベースヘのご意見や期待等も寄せられるなど
、

大変好評を得ました
。

　展示ブースや大型モニター前に一般の来場者

がいなくなると 、フェ ア参加の企業や団体の関

係者、また広告業関係者や観光ボランティアガ

イドの人などが来られて、データベースの構成

や開発目的、さらに図書館からの情報発信等に

っいて質問されるなど、地域資料としての古写

真や魚図の利用にも強い関心を寄せられ、これ

までの吉写真パネル展示会等とはまた違う反応

がありました ｏ

　今回のフェ ア会場は、多くの人が行き交うＪ

Ｒ長崎駅改札口前の「かもめ広場」ということ

で、 これから市内散策に出かけるという他県か

らの観光客や外国人旅行者も足を止めて、明治

の日本各地や古き良き長崎の光景を楽しみ、帰 っ

たら自分のパソコンで検索してみるとの感想も

いただきました 。

　人が行き交う雑踏の中に立ちずくめで説明す

るのは初めてで、３人とも腰や声が少し変にな っ

てしまいましたが、結構面白い体験でした。っ

いでながら 、かもめ広場の天井に掲げられた

１５０インチの超大型モニターに、長崎の超高精

細古写真画像を映してみたいと思 ったのは小生

だけではなか ったでしょう 。

　なお、工学部土木情報システム研究室からは

「ステレオ古写真の３次元表示」や会場と長崎

大学を結んでの「構造物振動及び画像の実時間

遠隔モニタリングシステム」の展示紹介が行わ

れ、 こちらも多くの方の関心を集めていました
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（専門員）
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　附属図書館では、昨年４月から開始した図書

館ガイダンスを半期ごとにメニューを見直し検

討してきましたが、平成１４年度後期として下記

のメニューを実施しています 。

☆電子ジャーナル検索 コース

☆情報データベース検索 コース

☆雑誌 ・新聞記事検索 コース

☆図書検索 コース

☆中央図書館 ツアーコース

　授業の合間や休講の際に、おひとりででも 、

あるいは、ゼミの仲間とともに参加されて、卒

業論文作成 ・ゼミでの発表 ・実験研究の資料収

集やデータ収集などにお役立てください 。

　　イン 舛淳・洲頑繋祭・
葦’＝」・・

　附属図書館の社会参加 ・社会貢献の一環とし

て、 今回初めて、インターンシッ プの受入を行

ないました。実施期間は、平成１４年の８月５日

（月）から９日（金）までの５日間で、図書館

では、長崎県立シーボルト大学から２名、活水

女子大学から１名計３名の女子学生を研修生と

してを迎えました 。

　初日の本部事務局での概要説明 ・施設見学に

引き続き 、翌日から図書館での業務に関する説

明を受けたのち、資料の受人部門である資料管

理係、図書館カウンター部門である資料サービ

ス係および参考調査係に各１名の配属となりま

した
。

　実際に、資料の受入業務、カウンター での資

料貸出返却業務、開架書架の整頓（シェ ルフリー

ディング）作業、職員と一緒にカウンター での

参考業務など図書館実務を体験してもらいまし

た。一日一日業務処理が的確にな って、参加者

にも収穫があ ったと確信しました 。

　長崎大学オープンキャンパスの開催にあわせ

て、 昨年初めて図書館の公開を実施したのに引

き続き 、今年度も平成１４年８月２０日（火）に実

施しました 。

　本年度は、図書館３階のブラウジングコーナー

では、長崎大学学報の表紙を飾 った当館所蔵資

料を撮影した学報の表紙８点を拡大して展示し

ました 。

　また、図書館２階の情報処理センター設置端

末では、インターネ ットを利用して、長崎大学

に関する情報検索や図書館資料の検索などを 、

未来の長崎大学生に楽しんで頂きました 。

　長崎大学への入学を希望する高校生に、大学

の一翼を担う図書館に関する理解と長崎大学に

関する具体的イメージをっかんでもらえた様で

した。　　　　（下の写真は来館した高校生）

　本年度９月～１０月に、各地の高等学校Ｐ　Ｔ　Ａ

から長崎大学を見学に来られた際に、当館の見

学もしていただきました 。

　参加校は佐賀県立白石高等学校、熊本県立八

代高等学校、宮崎県立宮崎北高等学校の３校で

計約９０名が見学されました 。

　館内見学が中心で、サービス課各係の役割及

び館内資料に関する説明がありました 。

　他の一般の図書館を利用する際には、あまり

利用することがない書庫を見学したり 、長崎大

学附属図書館が誇る古写真やグラバー図譜に関

する説明を受けるなど、図書館および長崎大学

に対する理解を深めていただきました 。
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一平成１４年度犬学図書館職員長期研修報告
一

　図書館情報大学としては最後となる？記念す

べき長期研修を７月８日から３週間に渡 って受

講させていただいた。この研修に関する原稿を

求められ振り返 って見ると 、毎週のように台風

の心配をしていたこと 、’’真夏の死のロード
１’

と

呼ばれる昼食抜き覚悟の施設見学のこと 、今年

一回限りかもしれない幻のプレゼンテーション

演習 ’）のこと 、そしてなにより楽しく過ごした

研修生仲間の顔など、さまざまなことが懐かし

く思い出されてくる
。

　さて何にっいて書こうかと思 った時、頭に浮

かんで来たのが研修のテキストで紹介された上

記の数字である
ヨ〕

今回はこれをもとに述べさ

せていただきたい 。

　この数字が何を意味しているかお分かりだろ

うか？実は、本をユ冊館外へ貸出すのに懸かる

費用なのである 。他には、予約５０６円／１冊 ・

館内閲覧２５４円／１人 ・返却督促１ ，６５１円／１件 ・

所蔵調査８２１円／１件 ・事項調査４，７５３円／１件
、

とい ったものがあげられている。これらは某政

令指定都市における図書館サービスのコストで

あり 、そのまま大学図書館に当てはまるもので

はない。しかしながら法人化を目前に控えた現
在、 こうい った具体的な金額を目の前に提示さ

れ、 いやがおうでも興味を覚えずにはいられな

かっ た。

　文献複写を例にとっ て、 この問題についても

う少し考えてみよう 。現在複写料金は１枚３５円

と決められている。ということは、仮に時給単
価１，０００円の人がこの業務を行 ったとすると 、

１枚当たり２分６秒でＩＬＬ受付から郵便発送ま

での全てを処理しなければならないということ

になる
ヨ〕

実際には１件当たり１ぺ一ジという

ことは稀で、まとまっ た場合には多少時間的ゆ

とりが生まれる。だが担当者の時給単伍が上が

れば、先の計算式で求められる時間はさらに短

くなるということを忘れてはならない
。

　さて赤字を出さないためにはどう対処すれば

よいであろうか？まず考えられるのは１枚当た

りの単価を採算の採れるところまで引き上げる

　　　　　資料管理係 ’平林　昇
ということである。これが最も簡単な方法では

ある 。ただ、他機関よりも高い料金の所へはま

ず依頼が来ないであろう 。それではと 、「当大

学では採算が合わないため文献複写の受付は廃

止しました」などということは、相互互恵の精

神に反し許されるものではない。そうなると考

えられるのは作業効率を上げるか人件費を減ら

すかになるであろう 。作業効率を上げるのには

自ずから限界があり 、現実的には後者が選ばれ

るに違いない。そうすると先の計算から考えて
、

定員内職員では採算が合わず、非常勤職員でも

どうかということになる 。結局、一番費用対効

果が上がるのは外注ということにな ってくる 。

　ここでは一例として文献複写について見て来

たが、他の一般的業務にっいても同様のことが

当てはまるのではないだろうか？事実、ある先

鋭的な私立大学では図書館員１名を残し、すべ

ての業務を外注化してしまっ たと聞く。 しかも

そうした結果なんら問題は発生していないそう

である 。こうな ってくると図書館職員の存在自

体の意義が問われてくる
。

　もちろん図書館は営利企業ではないし、採算

を抜きにしたサービスが基本であることはいう

までもない。しかしながら、法人化後は最も人

件費のかかる管理職を筆頭に、一般定員内職員
、

さらには非常勤職員も含めてコストを意識した

人員配置 ・業務配分が進められていくことは間

違いない。各人は自己研鎖しアウトソーシング

化できない何かをや っていかなければ図書館員

として生き残 っていけない。そういう時代がも

うそこまでや って来ているのである
。

　長期研修に参加して、講義やグル ープ討議
、

宿舎での研修員どうしの情報交換（実はこれが

非常に有益であ った）などを通じて、上記のよ

うなことをひしひしと感じとっ た。 日頃の実務

を離れて、このようなことを考えさせてくれる
場、 それこそが

１１

大学図書館職員長期研修であ
る，， ということを最後に付記して今研修報告の

結びとしたい
』〕

１）発表内容は「不動産購入の仕方」・ｒ第１回長期研修同窓会はとこでやるのか」、「国立オリンピックセンターとウイークリィーマンションの
　違いについて」・「巨人 ・クラッシック ・図書館」というようなユニークなものであ った 。

２）「大学図書館の運営」慶応義塾大学　文学部　高山正也　教授
３）３，６００秒 ×１３５円 ÷ｒ ，０００円）＝１２６秒＝２分６秒

　ここでは計算を単純化するため、電気 ・紙 ・パソ〕ン機器代等の諸経費は除外して考えた
。

４）長期研修の日程 ・講義要綱なと詳しい内容については、図書館情報大学の以下のホームページ上で参照可能てある
。

　ｈｔｔｐ＝／／ｗｗｗ ．ｕｌｉｓ
．ａｏ ．ｊｐ／ｌｉｂｒａｒｙ／Ｃｈｏｋｅｎ／２００２／
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一
長崎大学附眉図■館穀　血８７

臨時的任用期間終了

　　９月１４日付け

育児休業期間終了

　　９月１４日付け

（退　　職）　　経済情報係

（職場復帰）　　経済情報係

尼　崎　由美子

山　本　知　美

８月２０日（水）

　３０日（金）

９月１３日（金）

　２８日（土）

１０月１５日（火）

　　１７日（木）

　　１８日（金）

　　２４日（木）

　　２５日（金）

１１月１１日（月）

１４日（木）

１８日（月）

１９日（火）

２０日（水）

２５日（月）

２８日（木）

附属図書館組織等評価委員会

第５０回九州地区医学図書館協議会総会（於；久留米市　久留米大学　山碕医学

情報係長　下田電子情報係長）

施設見学（一橋大学）

長崎県大学図書館協議会見学会（長崎ウエスレヤン大学図書館 ・長崎国際大学図書館

・アメリカ海軍佐世保基地内内図書館）

施設見学（熊本県立八代高等学校Ｐ　ＴＡ）

施設見学（宮崎県立宮崎北高等学校Ｐ　Ｔ　Ａ ・教職員）

長崎県大学図書館協議会電子ジャーナル研修会

附属図書館係長会議

ながさきＩ　Ｔフェ アー出展（於；Ｊ　Ｒ長崎駅かもめ広場　データベース公開）

第２８回九州地区係長研修（於；福岡市　福岡合同庁舎　志波原資料管理係長）

平成１４年度大学図書館職員講習会（於；京都市　京都大学附属図書館　宮暗

情報 システム 係員）

平成１４年度九州地区国立大学附属図書館協議会実務者連絡会議（於 ，大分市　大分

大学　酒井電子情報主任）

平成１４年度第２回附属図書館委員会

平成１４年度九州地区国立大学附属図書館長懇談会（於 ，福岡市　九州大学附属図書

館　安河内館長）

平成１４年度九州地区国立大学附属図書館事務（部 ・課）長会議（於 ，福岡市　九州

大学附属図書館　三浦事務部長　重里情報管理課長）並びに館長懇談会 ・事務（部 ・

課）長会議との合同会議

平成１４年度九州地区国立大学附属図書館電子化推進連絡会議並びに九州地区国立大

学附属図書館人事担当事務（課）長会議（於；福岡市九州大学附属図書館　三浦事

務部長　重里情報管理課長）

附属図書館係長会議

附属図書館外部評価（実地調査）

長崎大学図書館報図書館ニュースＮｏ．８７２００２年（平成１４年）１２月２５目発行

編集委貝会　　委員長　森高　桂子

　　　　　　　委員金丸明彦 ・志波原智美 ・塩塚一枝 ・原田一洋 ・山下昭光
発　　　行　　長崎大学附属図書館　〒８５２－８５２１長崎市文教町１－１４

電話（０９５）８４７－１１１１（大代表）ＨＰアドレスｈｔｔｐ：／／ｗ州 ．ｌｂ ．ｎａｇａｓａｋｉ－ ｕ． ａｃ
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