※記載要領
今回は最終報告となりますので，「平成１７年３月進捗状況３」の欄に，３月末の見込み（９月（１回目），
１２月（２回目）の進捗状況を 含む）を 具体的に記載してください。達成度についても，適正な数値を 記載
してください。
担当
年度計画コード 部局 年度 理事名
コード

16年度

平成１６年９月
部局名

054-01-4990

4990

2004 小島

附属図書館

055-01-4990

4990

2004 小島

附属図書館

056-01-4990

4990

2004 小島

057-01-4990

4990

058-01-4990

年度計画

達成
度1

進捗状況1

①図書館運営委員会の下部委員 60
会として選書委員会を 設置し，学生
用資料，貴重資料等（電子媒体資
料を 含む）を 計画的に収集し，提
①学生用図書費の経常経費化を 60
維持し，シラ バス指定図書及び学
生希望図書を 購入する 。

・選書委員会を 設置した。
・学生用資料について、購入予定リストを 作成
し,発注中である 。

附属図書館

2004 小島

4990

072-01-4990

平成１６年１２月
達成
度2

進捗状況2

80

①購入予定の学生用資料は、発注済で、随時
納品されている 。購入手続きを 終了した図書は
配架を 始めている 。

・16年度の購入予算を 確保した。
80
・シラ バス指定図書の購入予定リストを 作成し、
発注中である 。
・学生希望図書は随時発注している 。

①購入予定の教員推薦シラ バス指定図書は、
発注済で、随時納品されている 。購入手続きを
終了した図書は配架を 始めている 。尚、図書館
予算の執行を 見極めつつ、執行を 行っている 。

①図書館月間を 開催し，読書奨励 30
に関する 行事を 企画・実行する 。

・読書奨励の企画として「高校生が選ぶ大学に 90
入ったら読みたい本100選」を 進行中である 。
・読書奨励の企画として「学生読書クラ ブ 」の発
足を 準備中である 。
・図書館月間は10月末よ り開催する 予定で、具
体案を 準備中である 。

附属図書館

①学術情報処理セン ターと連携し 30
て，教育ポータルに関する 情報を
収集し，ポータル構築計画を 検討
する 。

①教育ポータルに関する 関連情報や文献の収 80
集調査を 行っている 。

2004 小島

附属図書館

①電子情報の収集管理，貴重資料 30
の収蔵展示など の実態調査・情報
収集を 行う。

4990

2004 小島

附属図書館

①館内の利用スペースの使用及び 20
活用状況の実態調査と分析を 行
う。

・実態を 調査のうえ、概算要求等、経費要求を
行った。
・引き続き実態調査、情報収集を 継続してい
る。
・利用状況の情報収集を 行っている 。
・ホール部分の活用策を 検討中である 。

107-01-4990

4990

2004 小島

附属図書館

108-01-4990

4990

2004 小島

附属図書館

①統合によ り５学部となった大学に 100
適合した文献情報データベース，
電子ジャーナルの導入を 行う。
①附属図書館業務システム，電子 30
図書館システムの検討を 行うた
め，学術情報処理セン ターと連携し
利用状況を 調査する 。

128-01-4990

4990

2004 小島

附属図書館

①地域の図書館と共同で横断的検 20
索システムに参画し、所蔵資料情 30
報の公開サービ スを 拡大する 。
10
②地域住民への蔵書の貸出に加
え，地域の公共図書館との相互利
用サービ スを 拡大する 。
③図書館月間を 開催し，公開セミ
ナーを 実施する 。

①佐賀県立図書館で準備中の県内図書館横断 80
検索システムへの参加を 予定している 。
80
②蔵書の貸出・相互貸借は実施中。地域の図 100
書館との協力について協議を 予定している 。
③10月末に開催の予定で、具体案を 準備中で
ある 。

参考
平成１７年３月
記載
達成
進捗状況3
例番
度3
号
1
100 ①購入予定の学生用資料は、全て発注、納品
が終わり、登録整理が終了した図書は配架を
行っている 。

事務担当
課コード

部課名

162

情報図書
館課

1

100 ①購入予定の教員推薦シラ バス指定図書は、 162
全て発注、納品が終わり、登録整理が終了した
図書は配架を 行っている 。

情報図書
館課

①・１００選アン ケートが終了し、上位１００のリス
トを 公開した。学内、マスコミ、高校等へ広報を
行った。
・学生読書クラ ブ は学生の募集を 開始した。
・図書館月間として展示会及び文化講演会を
行った。と りわけ文化講演会が好評であった。

1

100 ①・１００選アン ケートが終了し、上位１００のリス 162
トを 公開した。学内、マスコミ、高校等へ広報を
行った。
・学生読書クラ ブ は募集の結果学生3名の参加
があった。3月に発足し第1回を 開催した。
・図書館月間として展示会及び文化講演会を
行った。と りわけ文化講演会が好評であった。

情報図書
館課

①「教育ポータル」を 、学内の教員及び学生・大
学院生が、学習に必要な学術情報及びサービ
スを ワン ・ストップ で利用できる 学習支援サイ ト
である と位置付け、学術情報処理セン ター及び
附属図書館が別々に提供している 種々の学術
情報（電子ジャーナル、文献データベース、図
書・雑誌の所在情報、論文全文情報、授業概要
情報など ）及びサービ ス（文献複写依頼、レファ
レン スなど ）を ナビ ゲーショ ン 機能とともに提
供する ための計画を 策定する 。収集した教育
ポータルに関する 関連情報や文献の分析を
①・実態を 調査のうえ、概算要求等、経費要求
を 行った。
・引き続き実態調査、情報収集を 継続してい
る。
①館内の閲覧スペースの利用状況を 分析し、
18年3月のシステムリプ レースに併せて利用者
端末の増設・再配置計画を 策定中である 。

5

100 ①附属図書館と学術情報処理セン ターが収集 184
する 電子情報の活用のためのポータル機能に
ついて検討を 行った。その結果、「図書館ポータ
ル」という機能が適切である と判断した。
資料：「図書館ポータルの構築計画について」

情報図書
館課，総
務課

1

100 ①システムリプ レースへ向けて、利用者端末の 185
増設・再配置計画を 策定した。
資料：「利用者端末の増設・再配置計画」

教務課，
（情報図
書館課）

①16年度の契約が完了し、運用を 行っている 。 100

①16年度の契約が完了し、運用を 行っている 。

1

100 ①16年度の契約が完了し、運用を 行っている 。 162

情報図書
館課

①電子図書館システムへのアクセスロ グを 収集 80
している 。

①現システムの利用状況を 評価・調査する こと
によ り、平成18年3月のシステムリプ レースに向
けて、ソフトウェ ア及びハードウェ アの適切な導
入のための基礎資料とする 。また、電子化資料
を 効率的に利活用する 方策を 検討する ための
資料とする 。収集したアクセスロ グの解析を
①佐賀県立図書館で準備中の県内図書館横断
検索システムへ参加した。３月末から運用可能
である 。
②蔵書の貸出・相互貸借は実施中。地域の図
書館との協力について第１回協議会を 開催し
た。
③公開セミナーの実施について、費用対効果の
面よ り検討した結果、代替として他の企画を 行
う方がよ り効果的である と判断し、高校生１００
選及び文化講演会に力を 注いだ。結果として地
域貢献の目的を 達する ことができた。

1

100 ①電子図書館システムへのアクセス状況を まと 184
め、学術情報処理セン ター広報に掲載した。ま
た、その結果に基づいてシステムリプ レースへ
向けた仕様策定を 開始した。

情報図書
館課，総
務課

30

70
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1

3
3
1

40 ①・実態を 調査のうえ、概算要求等、経費要求
を 行った。
・引き続き実態調査、情報収集を 行った。

100
100
100

162

①県内図書館横断検索システムへ参加した。 162
②佐賀県内図書館との、相互利用等の連携体
制の整備を 検討する ための準備作業として、県
内の公共図書館及び大学図書館を 対象に、ア
ン ケート調査を 実施中
③公開セミナーの実施について、費用対効果の
面よ り検討した結果、代替として他の企画を 行
う方がよ り効果的である と判断し、高校生１００
選及び文化講演会に力を 注いだ。結果として地
域貢献の目的を 達する ことができた。

情報図書
館課

情報図書
館課

129-01-4990

4990

2004 小島

附属図書館

①図書館運営委員会の下部委員 50
会として貴重資料・地域貢献専門 100
委員会を 設置し、附属図書館所蔵 100
の貴重資料について、その保存・
電子化・公開・展示等の運用を 策
定する 。
②蒐集した地域資料の情報を 公開
し，地域との文化交流を 積極的に
行う。
③セミナー、展示等を 開催し、地域
文化交流協定を 締結した機関と積
極的な交流を 行う。

①
70
・貴重資料・地域貢献専門委員会を 設置した。16年度
100
・文部科学省特別支援事業経費の要求案を 策 100
定した。
②③
・小城桜城館との共催によ る 「小城鍋島藩と島
原の乱展」を 開催し、本学所蔵の「小城鍋島文
庫」を 展示した。
・「小城鍋島藩と島原の乱展」に合わせ、桜城館
で出張講座を 4回開催した。

Page 2

①
・貴重資料・地域貢献専門委員会を 設置した。
・文部科学省特別支援事業経費の要求案を 策
定した。
・図書館月間の貴重書展示を 策定した。
②③
・小城桜城館との共催によ る 「小城鍋島藩と島
原の乱展」を 開催し、本学所蔵の「小城鍋島文
庫」を 展示した。
・「小城鍋島藩と島原の乱展」に合わせ、桜城館
で出張講座を 4回開催した。

1
1
1

100
100
100

①
162
・貴重資料・地域貢献専門委員会を 設置した。
・文部科学省特別支援事業経費の要求案を 策
定した。
・図書館月間の貴重書展示を 策定した。
・岡本基金の使途について検討した。
②③
・小城桜城館との共催によ る 「小城鍋島藩と島
原の乱展」を 開催し、本学所蔵の「小城鍋島文
庫」を 展示した。
・「小城鍋島藩と島原の乱展」に合わせ、桜城館
で出張講座を 4回開催した。

情報図書
館課

