17年度
※記載要領
今回は最終報告となりますので，「平成１８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。また，達成度についても，適正な数値を 記載してください。
担当
理事
年度計画ｺｰﾄﾞ 部局 年度
部局名
名
ｺｰﾄﾞ
054-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

055-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

056-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

057-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

058-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

平成１７年９月
達成
進捗状況1
度1
①学生用資料，貴重資料等（電子媒体資 50 ①
料を 含む。）を 計画的に収集し，提供す
・選書専門委員会を 開催し、17年度図書館蔵書
る。
整備計画を 決定した。
・教員推薦図書及び図書館推薦図書のリストを
作成した。
①学生用図書費の経常経費化を 維持し， 50 ①
シラ バス指定図書及び学生希望図書を
・17年度の購入予算を 確保した。
購入する 。
・シラ バス図書コーナーを 設けた。ホームペー
ジ上で広報を 行っている 。
・シラ バス指定図書の購入リストを 作成した。
・学生希望図書は随時発注している 。
①図書館情報を 定期的にメール配信す 50 ①
る とともに，図書館月間の企画など を 通じ
・ML通信を 配信している 。
て読書奨励，読書案内を 推進する 。
・「佐賀大学の学生にすすめる 本-本学教員に
よ る 図書案内」を 企画し、アン ケートを 進行中
である 。
・「図書館読書の会」及び「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋを 原書
で読む会」を 開催している 。
・図書館月間は11月に開催する 予定で具体案
を 準備中である 。
年度計画

①附属図書館と学術情報処理セン ターが 50
連携し，図書館ポータルに関する 情報を
収集する 。また，学生への学習支援を 目
的とした図書館ポータルの構築計画を 策
定する 。
①電子情報の収集管理，貴重資料の収 30
蔵展示など の実態調査・情報収集を 行
100
う。

058-02-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①附属図書館と新たに設置される 情報基 30
盤セン ター（仮称）は，連携の方針を 検討
する 。

072-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①附属図書館業務システムの更新に伴 50
い，館内の閲覧スペースに検索用及び自
学自習用パソコン の再配置を 策定する 。

107-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①文献情報データベース，電子ジャーナ
ルの適正な導入を 図る 。

80

108-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①附属図書館業務システム及び電子図
書館システムを 更新する 。

50

128-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①附属図書館は，地域住民に対する 公
開講座の実施等を 積極的に行う。

40

平成１７年１２月
平成１８年３月
達成
達成
進捗状況2
進捗状況3
度2
度3
80 購入予定の学生用資料は，発注済で，随時納
100 購入予定の学生用資料は，全て発注，納品が終わり、登
品している 。購入手続きを 終了した図書は配架
録整理が終了した図書は配架を 行っている 。
を 始めている 。

事務
担当

部課名

課コー

162

情報図書館課

80

購入予定の教員推薦シラ バス指定図書は，発
注済で，随時納品している 。購入手続きを 終了
した図書は配架を 始めている 。シラ バス指定図
書はシラ バス指定コーナーへ配架を 始めてい
る。

100 購入予定の教員推薦シラ バス指定図書は，全て発注，納 162
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 。シラ バス指定図書はシラ バス指定コーナーへ配架を
行っている 。

情報図書館課

80

①
・ML通信を 配信している 。
・学生にすすめる 本のアン ケートが終了し，結
果を 学内へ公表した。本の購入・配架が終わり
貸出を 開始した。
・「図書館読書の会」及び「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋを 原書
で読む会」を 開催している 。
・11月の図書館月間に文化講演会，公開セミ
ナー，貴重資料展示及び相良知安展を 行なっ
た。

90 ①
162
・ML通信を 配信している 。
・学生にすすめる 本のアン ケートが終了し，結果を 学内へ
公表した。本の購入・配架が終わり貸出を 開始した。
また、本についての感想を 「図書館読書の会」のメン バー
へ募集している 。
・「図書館読書の会」及び「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋを 原書で読む会」
を 開催している 。
・11月の図書館月間に文化講演会，公開セミナー，貴重資
料展示及び相良知安展を 行なった。

情報図書館課

①「学術情報基盤システム」において、図書館 80
ポータル機能を 導入する ための仕様策定を 行
い、納入業者を 決定した。

①学術情報基盤システムの図書館ポータル機
能の導入作業を 行っている 。平成18年3月稼動
予定である 。

100 3月1日に、学術情報基盤システムに図書館ポータル機能 631
を 導入した。

①
100 ①空調設備設置予算として田嶋記念大学図書
・収納設備の実態調査を 行い、空調設備設置
館振興財団へ奨学寄附金を 申請した。
を 計画中である 。
・文部科学省特別支援事業経費要求を 行った。
①セン ターシステムと図書館業務システム及び 80 ①セン ターシステムと図書館業務システム及び
電子図書館システムについて、システムの連携
電子図書館システムについて，システムの連携
を 図り更新のための仕様策定を 行い、納入業
を 図り更新のための導入作業を 行っている 。
者を 決定した。
「総合情報基盤セン ター」案が策定され業務の
「総合情報基盤セン ター」案が策定され業務の
連携についても検討中である 。
連携についても検討中である 。
①「学術情報基盤システム」において、演習用 80 ①学術情報基盤システムを 利用した閲覧用とし
端末を 附属図書館内へ設置する ための仕様策
て附属図書館内に端末を 設置する ための導入
定を 行い、納入業者を 決定した。
作業を 行っている 。平成18年3月稼動予定であ
る。

162

情報図書館課

162

情報図書館課

100 2月1日に、学術情報処理セン ターが総合情報基盤セン
ターに改組され連携の方針を 検討した。

100 3月1日に、学術情報基盤システムを 利用した閲覧用として 412
附属図書館内に55台端末を 設置した。

情報図書館課，企画総務課

教務課，情報図書館課

①全学にわたり利用される 電子ジャーナルを 導 100 ①全学にわたり利用される 電子ジャーナルを 導
162
入した。１７年度の契約が完了し、運用を 行って
入した。１７年度の契約が完了し，運用を 行って
いる 。
いる 。平成１８年度以降の整備について役員会
平成18年度以降の整備について、電子ジャー
で中央経費で負担する ことで了承済である 。
ナル委員会において鋭意検討中である 。
①7月12日に仕様書を 公開し、8月22日入札、9 80 ①学術情報基盤システムの一部として電子図書 100 3月1日に、学術情報基盤システムが稼動した。これにとも 631
月30日開札を 行った。
館システム，図書館業務システムの導入作業を
ない図書館業務システム、電子図書館システムの更新を
行っている 。平成18年3月稼動予定である 。
行った。

情報図書館課

①公開セミナーを １１月に開催する 予定で具体 100 ①11月の図書館月間に文化講演会（１回），公
案を 準備中である 。
開セミナー（3回）を 実施した。

情報図書館課
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162

情報図書館課，企画総務課

17年度
128-02-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①附属図書館は，地域図書館と，相互利 30
用サービ ス等の協力体制の整備につい
て検討する 。

129-01-4990-4990 2005 小島 附属図書館

①附属図書館は，地域資料を 積極的に 20
収集し，地域文化交流協定先との事業の
充実を 図る 。
70

①佐賀県立図書館と地域の協力体制の整備を 60
検討中である 。具体案を 策定のため佐賀県図
書館連絡会議の今後のあり方についてアン
ケートを 実施した。
①
20
・岡本基金を 地域資料の購入に充てる 事とし、
常時資料選定の検討を 行っている 。
100
・小城市教育委員会と地域文化交流協定を 8月
8日に更新した。この協定に基づいて本館所蔵
の資料を 「小城鍋島家の近代展」の展示資料と
して貸出した。

①佐賀県立図書館を 窓口として県内公共図書
館との連携可能な具体策を 作成中である 。

①－1 岡本基金を 地域資料の購入に充てる 事
とし，常時資料選定の検討を 行なっている 。
①－2 小城市教育委員会と地域文化交流協定
を 8月8日に締結した。佐賀大学文系基礎学研
究プ ロ ジェ クト・小城市教育委員会共催の小城
桜城館で開催する 「小城鍋島家の近代展」の展
示資料として本館所蔵資料を 貸出し，展示会が
終了した。
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100 ①佐賀県立図書館を 窓口として県内公共図書館との相互 162
貸借で連携する ことになった。

情報図書館課

30 ①－1 貴重資料・地域貢献専門委員会において、岡本基 162
金を 活用した地域資料の購入選定作業を 継続中である

情報図書館課

