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新棟がOPENしました

新棟OPEN記念式典
2014年12月9日（火）12：30～

記念シンポジウム
14:50　学長挨拶
15:00　図書館長挨拶
15:10　シンポジウム
 　「クロスカル図書館に期待する」
 　　東　悦子（紀州経済史文化史研究所副所長）
 　　遠藤　史　（副学長）
 　　天野　雅郎（「教養の森」センター長）
 　　司会：鰺坂　恒夫（学長補佐）

新棟のサインを検討－川角研究室（システム工学部）にご協力いただいています
床カーペットの色合わせから始まり、さまざまなサインパターンを提案いただきました。
階表示等のサインは、2015年設置に向けて検討を進めています。
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サービスリニューアル

書架の並び替え
これまでは、同じ分野の本でも「学生」「開架」の２か所に分かれていましたが、混配することで本が探しやすくなり
ました。また、年別になっていた雑誌バックナンバーをタイトル順に並べ替えました。

分類記号　600～999 2015年1月6日(火) ～ 1月7日(水) 実施
　　　　　000～599 2015年3月6日(金) ～ 3月20日(金) 実施
雑誌バックナンバー 2014年8月～10月実施

貸出冊数・期間を変更
2015年1月6日(火)から、新棟OPENと資料移動スタートを機に、貸出冊数、期間をアップしました。
配架場所（背ラベルの色）による区分をなくし、より分かりやすく、借りやすくなりました。

新しい貸出条件
■大学院生、専攻科学生: 1ヶ月　30冊
■学部学生、その他の学生、卒業・修了生: 1ヶ月　20冊
■教職員、名誉教授: 1ヶ月　30冊
■学外一般の方: 1ヶ月　5冊

ILLサービスのインターネット申込（学生向け）を開始
2014年11月から、ILL(他大学等からの文献取り寄せ)サービスのインターネット申込を学生の方向けに拡充しました。
あわせて、申込ガイドを改訂し、文献入手のコツを盛り込みました。

表紙カバー
これまで外していましたが、本の表紙カバーをつけて装備するようにしました。“本の顔”が見えて、書架の魅力が
増しました。

教員推薦図書のコメントを掲示
教員からの推薦図書について、POPをつけて展示するようにしました。

返却期日お知らせメール開始

学生サポート体制

2014年12月にレファレンス体制を変更し、下記のとおり対応しました。

レファレンスカウンター（2階） 平日 14:30 ～ 16:30　／図書館職員

クロスカル情報室（3階）

Reading 指導
毎週火曜5限 
　　(16:30～18:00)

宮本アドバイザー
（元デクシア・クレディ・
　ローカル銀行）

Writing指導
毎週水曜5限
　　(16:30～18:00)

坪井アドバイザー
（本学非常勤講師・
　元読売新聞記者）

図書館長オフィスアワー
月･火･水･金 13:00～16:00
木 10:00～12：00

※会議などで不在のことが
　あります。

渡部館長

4月5日（土）～　新入生ガイダンス（各学部）
4月9日（水）～　新入生向け図書館ツアー開始（図書館活用方法等を説明）
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返却期限日が近づくとメールでお知らせするサービスを開始しました。引き続き利用したい場合は貸出期間延長の
手続きを案内し、延滞による貸出停止の罰則を防ぐことができるよう配慮しました。
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日時： 10月17日（金）
 14:50～16:20(4限) 　 
場所： 基礎教育棟 103

日時： 12月18日（木）
 4 限（14:50 ～ 16:20）
場所： メディアルームＦ
参加者： 5名

第1回ミーティング
日時： 2月18日（水）

研修会
日時： 3月23日（月）

図書館講座「コウモリの話」 合同開催／「教養の森」ゼミナール

コウモリ類の研究者である福井 大先生（地域創造支援機構特任助教）をお迎えして、
最新の研究成果を伺う講座を開催しました。なぜコウモリは、暗闇の中でも障害物に
ぶつからず、動いている虫や蛾などのエサを迷わず捕獲することができるのでしょ
うか？その精度は人間の想像を遙かに超えるもので、このコウモリの持つ高い能力
は、科学技術に幅広く応用されているそうです。

利用講習会「英語論文の探し方－Web of Science 講習会」
世界最大の引用情報データベース・Web of Scienceの講習会を開催し、あわせて
EndNote basicの使い方も実習しました。

2015 図書館学生サポーター募集
使いやすい図書館づくりをサポートしてくれる
メンバーを募集し、11名の応募がありました。
2015年4月から、活動を開始します。

日時： 3月9日（月）
 15:30～16:45
参加： 18名

自校史「上映会　懐かしの学園生活」 主催／自校史等資料保存活用作業部会

高商卒業生からお寄せいただいた昭和10年代のフィルムと、きのくに映像アーカイ
部が所蔵している、昭和30～40年代の和歌山市街を写したフィルムの上映会を行い、
往時の和歌山と大先輩の学園生活の様子をご覧いただきました。

10月28日（火）～30日（木） 職場体験 （紀伊中学校）

6月9日（月）～12日（木） 職場体験 （和歌山大学教育学部附属特別支援学校）

7月20日（日） オープンキャンパス

日時： 7月4日（金）
 12:30～13:00
場所：　ラーニング・コモンズ
参加者： 96名

日時： 11月27日（木）
 12:30～13:00
場所：　ラーニング・コモンズ
参加者： 40名

ライブラリーコンサート
「第7回－20世紀の音楽」　解説：小寺香奈(教育学部准教授)
小寺ゼミの学生により、さまざまなものを楽器に見立てたジョン・ケージの作品な
ど、新しい音楽を演奏いただきました。

「第8回－秋の歌」　ピアノ及び解説：遠藤 史（副学長）
石田美子さん（声楽家）により、日本の作曲家による抒情的歌曲を秋の歌を中心に披
露いただきました。

日時： 12月17日（水）
 12：30～13：00
参加： 14名

学生向け新棟見学ツアー
OPENに先がけて、学生向けに新棟見学ツアーを行いました。



企画展示
教員が収集した資料と当館所蔵の書籍などを広く紹介し、あわせて教員との連携を図り、内外に大学の資産を周知
する目的で、図書館展示を企画しました。

「英語のひろがりに貢献した和歌山の人たち」
和歌山では、陸奥宗光や松山棟庵といった、戦前期において高い英語教育を受けた人
物が多く輩出され、各分野で活躍しました。全国的な英語のひろがりにさまざまな場
面で貢献した和歌山の人たちを紹介する資料や書籍を展示しました。

写真展「写真でつづる和大のあゆみ」主催／自校史等資料保存活用作業部会
自校史等資料保存作業部会主催による写真展で、大学の歴史を踏まえ、さまざまな資
料の調査・研究を行っていくための足がかりとして企画されました。

企画展示「紀州藩文庫の郷土誌料を中心にⅠ」
「紀州藩文庫」のうち、特に目録中「郷土誌料」と分類されたものから資料を展示しま
した。

《企画展示の関連図書紹介や、さまざまなテーマで本の展示をおこないました》

会期： 6月19日（木）
 ～7月30日（水）
場所： 3階メディアホール

会期： 1月6日（火）
 ～3月30日（月）
場所： クロスカル棟3階

会期： 1月9日（金）
 ～3月30日（月）
場所： 3階メディアホール
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地域連携

和歌山地域図書館協議会
相互に緊密な連絡と協力をはかり、地域図書館の充実に資するため、1996年10月に発足しました。

◇平成26年度（第20回）会議
　　日時：12月22日（月）13：30～16：30
　　場所：高野山大学　本館2階第2会議室

和歌山地域コンソーシアム図書館
和歌山大学で県内の蔵書情報の検索システムを提供しています。県内の方は、お住まいの地域の図書館を通して、県
内大学等の図書を借りることができます。2014年は、新たな試みとして、世界遺産登録10周年を記念し、巡回展示を
行いました。

【和歌山地域コンソーシアム図書館巡回展「紀伊山地の霊場と参詣道」】
各図書館で所蔵する関連資料を展示し、各館の特徴ある資料をご覧いただく機会となりました。
■和歌山県立図書館   7月30日（水）～8月31日（日）
■和歌山大学附属図書館 9月9日（火）～9月30日（火）
■和歌山工業高等専門学校 10月6日（月）～10月27日（月）
■高野山大学図書館   11月4日（火）～11月29日（土）

県内図書館の支援（図書館長）
◇委員等
　和歌山県確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業検討会（委員）／和歌山県教育庁
　和歌山県立図書館協議会
　きのくに子どもの読書活動ネットワークフォーラム企画運営委員会（座長）
　南方熊楠記念館整備事業展示設計建築設計者選定委員会（委員）

◇講演等
　11月19日 講演「木のくらしとまちづくり」／和歌山県日高地域木づかいどうしの会　
　1月18日 平成26年度きのくに子どもの読書活動ネットワークフォーラム／和歌山県教育委員会
  　提言「地域における子どもの読書活動支援」　 
　2月14日 講演「図書館とまちづくりの可能性」／放送大学和歌山学習センター・和歌山県立図書館
　3月7日 「なちかつ未来塾」講師／那智勝浦町教育委員会

◇その他

学校図書館司書の研修支援、和歌山県文化芸術振興計画にかかる助言等

和歌山地域図書館協議会

市町村立図書館（準加盟館）

（国立大学等図書館）

和歌山工業高等専門学校

和歌山大学

（公立大学図書館）

和歌山県立医科大学

（私立大学図書館）
近畿大学生物理工学部
高野山大学
和歌山信愛女子短期大学

（公共図書館）

和歌山県立図書館
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統計2012-2015（平成24-26年度）

平成26年度平成24年度 平成25年度

年間開館日数

利用対象者数

合計

学生

教職員

合計

288281

4,6764,773

881862

5,5575,635

貸出冊数

学生

学外者

合計

20,18624,316

1,2311,133

24,05628,548

教職員 2,6393,099

入館者数 学外者

合計

1,499-

266,151228,705

学生・教職員 264,652-

蔵書冊数 洋書

合計

205,362204,377

739,393733,012

和漢書 534,031528,635

図書受入冊数 洋書

合計 6,8087,358

和漢書

9991,116

雑誌所蔵種数 洋雑誌

合計

2,2732,261

7,0587,049

和雑誌 4,7854,788

雑誌受入種数 洋雑誌

合計

149167

1,2401,569

和雑誌 1,0911,402

文献複写件数 国内依頼

海外依頼

1,0911,159

77

受付 987978

現物貸借件数
借受 193267

貸出 484593

入館者数の推移
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紀州藩文庫のご紹介

「紀州藩文庫」は、和歌山にあった藩校「学習館」・「紀伊国学所」・「兵学所」旧蔵の大部分と江戸藩邸にあった「明教館」・
「江戸国学所」の蔵書の一部が、「和歌山県学」を経て「和歌山師範学校」へ引きつがれ、さらに和歌山大学教育学部に受
け継がれた後、組織改正により附属図書館所蔵となっている文庫です。

紀州藩文庫と師範学校
紀州藩文庫の成立にかかり、藩校時代の書籍以外も混在していることが明らかになっています。蔵書全体の刊行時
期を整理すると、明治4年（1871）以前＝藩校時代の刊行書が全体の63％に対し、それ以降は37%となっていて、「「紀
州藩文庫」は実は三分の一以上の「師範学校文庫」を含んでいる」ことがわかります（「紀州藩文庫の構成と国学所の
蔵印」）。

紀州藩文庫の郷土誌料の中から
『紀聞談之内紀陽岡山魂怪』

　現在のところ、現物は2点しか確認されていません。紀州藩文庫以外の残りの１点
は、南方熊楠が所蔵していたものです。南方は、植物学者であると同時に民俗学にも
造詣が深く、また膨大な蔵書群を残しています。特に死後の世界とかかわりのある
説話などに興味を示しており、各地の資料を収集していました（「南方熊楠と大蔵経
一」）。
　『南方熊楠日記』1（1885-1896）には、明治21年（1888）3月9日条に「大坪（権六－筆
写注）氏宅にて岡山魂怪記及入江左近の話を演ず。」と記されています。南方はその
前年からミシガン州アンナーバーに滞在していることから、渡米前にこの資料を入
手していたことが推測されます。なお、ほぼ同じ内容の伝説は、『紀伊国名所図会』に
「原見坂」の項で紹介されていますが、若干の差異が認められ、また共に成立年代な
どが未詳であるため、関係性は不明です。

和歌山大学附属図書館年報2014／2015
2015（平成27年）4月発行
編集・発行／和歌山大学附属図書館
〒640-8510　和歌山県和歌山市栄谷930番地　　TEL 073-457-7915

4月15日（火） 滋賀大学経済学部附属史料館教授、附属図書館教育学部分館（3名）
7月4日（金） 国際交流基金関西国際センター図書館研修生（2名）
7月10日（木） 福島大学副学長、附属図書館長、事務局長、学術情報課長
10月2日（木） 国立大学協会常務理事（他4名）
10月21日（火） 駐大阪･神戸米国総領事
11月14日（金） 東京音楽芸術大学東京藝術大学（1名）
12月9日（火） 文部科学省研究振興局参事官　※新棟オープン記念式典
2月7日（土） 大学図書館問題研究会大阪支部ほか（25名）
3月9日（月） 奈良女子大学（4名）
3月23日（月） 文部科学省事務次官
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見学・来訪者




