6．事業の
事業の実施・
実施・整備・
整備・改善のあゆみ
改善のあゆみ
平成16年度～平成20年度

平成21年度～

組織・機
構

【平成16年度】
・国立大学法人山形大学の成立に伴い、附属図書
館の重要事項を審議する機関として附属図書館協
議会を附属図書館運営委員会に改組
・電子資料整備検討委員会を設置
・古典資料委員会を設置
【平成18年度（７月）】
・附属図書館事務部、総務部事務情報化推進室、
学術情報基盤センターの事務部を統合して「学術
情報部」（１部３ユニット４チーム）に改組
【平成19年度】
・企画部社会連携ユニット、学務部国際交流ユ
ニットを学術情報部に統合（５ユニット６チー
ム）
【平成20年度】
・学術情報部を廃止し、図書館関係については、
企画部図書情報企画ユニット、図書館・分館の各
事務ユニットに改組

【平成21年度】
・附属図書館（中央館・分館体制）を小白川図書館・医
学部図書館・工学部図書館・農学部図書館の4館体制に改
組
・附属図書館長の廃止
・附属図書館運営会議の廃止
・山形大学紀要の発行を分担
【平成22年度】
・４館を総称して「附属図書館」という旨規定（山形大
学基本組織規則）
・企画部図書情報企画ユニットを廃止し、図書館関係に
ついては、企画部社会連携・図書・情報ユニットに改組
【平成23年度】
・企画部社会連携・図書・情報ユニットを廃止し、図書
館関係については、渉外部社会連携・図書・情報課に改
組
【平成24年度】
・渉外部社会連携・図書・情報課が廃止され、渉外部渉
外課に改組

総合

【平成16年度】
・附属図書館の中期目標・中期計画を策定
・電子ジャーナルに関するアンケート調査実施
【平成16年度～】
・オープンキャンパス参加
・図書館員の選定作業への参加
【平成17年度】
・中央館 「鈴木文庫」寄贈記念和算資料展示会
開催
・中央館 理学部（数理科学科）と共催で和算講
演会・展示会開催
【平成18年度】
・中央館 学生が選書した図書の企画展開催
【平成19年度】
・中央館 資料展「和算に親しむ」、「直江兼継
とその時代展（附属博物館と共催）」
【平成20年度】
・中央館 「教職員のおススメの本」や「学生によ
る学生のための選書」の企画展示
・中央館 「文殊菩薩騎獅像（山形市指定文化
財）」一般公開
・中央館 「オープンキャンパス記念 世界遺産登
録を目指す＜最上川舟運＞展」（附属博物館との
共催）
・中央館 「中條家文書（国指定重要文化財）の世
界展」
・中央館 環境月間記念「江戸のエコライフ」展
としてパネル展示
・中央館 ｢山形大学附属図書館講演会｣として
「中条家文書の世界：源頼朝から直江兼続まで」
を開催
・中央館 館内に「国際生物学オリンピックコー
ナー」を設置
・工分館 「ミニ”直江兼続展”」開催

【平成21年度】
・小白川 「オープンキャンパス記念 直江兼続とその
時代展Ⅱ」（附属博物館との共催）
・小白川 「男女共同参画フェスタ」による、所蔵文献
の展示紹介およびシアタールームでの映像資料の上映会
(男女共同参画推進室との共催)
・小白川 「杉崎紀世彦・杉崎文子ボタニカルアート
展」（日本植物学会主催、小白川図書館協賛)
・小白川 山形国際ドキュメンタリー映画祭との相互協
力協定に基づき上映会を開催
【平成22年度】
・小白川 「追悼井上ひさし展」開催
・小白川 「オープンキャンパス企画 時代を映す服装
標本展」開催(附属博物館との共催）
・小白川 ドキュメンタリー映画祭 研究室リレー上映
会開催
・小白川 「ふすま同窓会90年記念祭展示会」開催
【平成23年度】
・医学部 小白川図書館預かり医学部雑誌のうち研究室
保管分を引き取り、残りは廃棄
・小白川 オープンキャンパス企画展「近代山形の教育
を支えた教材展」開催(附属博物館との共催）
【平成24年度】
・小白川 オープンキャンパス企画展「山形大学が生ん
だ著名人とその仲間たち」開催(附属博物館との共催）
・小白川 公開講座・特別展示「石に刻まれた日本の歴
史～山形大学小白川図書館所蔵石碑拓本の世界～」を開
催

12

6．事業の
事業の実施・
実施・整備・
整備・改善のあゆみ
改善のあゆみ
平成16年度～平成20年度

平成21年度～

規則等

【平成16年度】
・「山形大学附属図書館規則」「山形大学附属図
書館運営委員会規則」「山形大学附属図書館利用
規則」の改正、「国立大学法人山形大学図書管理
要領」「国立大学法人山形大学附属図書館文献複
写規則」「国立大学法人山形大学図書除却要領」
「国立大学法人山形大学附属図書館古典資料委員
会要項」制定
・蔵書構築基本要綱、学生用図書収集基準の制定
【平成18年度】
・「山形大学機関リポジトリ運用指針」の制定
・「山形大学附属図書館運営委員会規則」の一部
改正
・「山形大学紀要の出版に関する申し合わせ」の
制定
【平成19年度】
・「山形大学附属図書館規程」「山形大学附属図
書館運営委員会規則」「山形大学図書除却要領」
の一部改正「山形大学附属図書館長及び分館長選
考規則」の廃止
【平成20年度】
・「山形大学図書除却要領」の一部改正

【平成21年度】
・「山形大学基本組織規則」の制定
・組織改編に伴い、「山形大学小白川図書館規程」「医
学部図書館規程」「工学部図書館規程」「農学部図書館
規程」ほか関係規程等を整備
【平成22年度】
・「山形大学図書館規程」の制定

サービ
ス・相互
利用等

【平成16年度】
・中央館 平日の開館時間延長（8:45～20:15)
・医分館 祝日開館（10:00～17:00),夜間開館時間延
長（17:15～21:15)
・工分館 土曜日開館時間延長（9:00～17:00),平日
の夜間開館時間の延長（17:15～21:15）
・農分館 夜間開館時間延長（17:15～20:15)
・全館
学外者へ貸出開始
【平成17年度】
・農分館 土日祝日開館時間延長（10:00 ～17:00
）
【平成19年度】
・医分館 平日の開館時間延長（8:45～21:15）
・工分館 平日の開館時間延長（9:00～22:00）
・中央館 平日の開館時間延長（8：45～21：00）
土日祝日開館時間延長（11：00～18：00）
・全館
4キャンパス間での図書館デリバリー
サービス開始
【平成20年度】
・全館
文献複写のカラー複写料金を設定
・農分館 平日の開館時間延長（8：45～21：15）
・全館
Web of Scienceの利用を促進するた
め、各キャンパスで利用説明会を実施（計４回開
催、参加者合計69名)
・全館
夏季･春季休業期間中に、時間外開館お
よび土･日開館を実施

【平成21年度】
・医学部 職員の終業時刻の変更に伴う平日の開館時間
の変更（8:45～21:00)
【平成21年度～】
・Web of Scienceの利用説明会を各ｷｬﾝﾊﾟｽで実施（計４
回開催）
【平成22年度】
・小白川 学習サポートＡＡ配置（学習相談を実施）
・小白川・医・農 東日本大震災被災地域の学生・教職
員を対象に利用サービス拡充
・小白川・医 自動券売機（文献複写料金）の導入
・医学部 2階閲覧室に無線LANアクセスポイントの設
置
【平成24年度】
・小白川 平日の早朝開館時間延長を試行的に実施
（8:15～）
・小白川 セルフコピー機を１台追加
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6．事業の
事業の実施・
実施・整備・
整備・改善のあゆみ
改善のあゆみ
平成16年度～平成20年度

平成21年度～

職員研修

【平成16年度】
・目録システム講習会（1）
・目録システム地域講習会を本学で開催（６）
【平成18年度】
・ILLシステム講習会（工分館:１）
・著作権セミナー（2）
【平成20年度】
・目録システム地域講習会（雑誌）（1）
・学術情報リテラシー教育担当者研修（1）
・大学図書館職員短期研修（1）
・大学図書館職員長期研修（1）
・東北地区大学図書館協議会合同研修会（３）
・図書館総合展（2）
【平成21年度】
・フレッシュパーソンセミナー（小：2）
・大学図書館職員長期研修(小：１)
・東北地区大学図書館協議会合同研修会(小：１)
・図書館等職員著作権実務講習会(小：１)
・図書館総合展(小：１)
・国立大学図書館協会シンポジウム(小：１)
・国立大学図書館協会東北地区協会ワークショッ
プ(小：１ 医：2)
・学術情報リテラシー教育担当者研修（医:１）
・ILLシステム講習会（医:１）
・目録システム地域講習会（図書コース）（農：
1）

【平成22年度】
・国立大学図書館協会東北地区協会ワークショップ（小
１，工１）
・国立大学図書館協会東北地区協会職員研修（小１，医
１）
・学術情報リテラシー教育担当者研修（小１）
・目録システム地域講習会（図書コース）（小１）
・ILLシステム講習会（小１）
・情報システム統一研修（小１）
【平成23年度】
・国立大学図書館協会東北地区協会職員研修（企画型：
小白川１，参加型：小白川２，医１）
・図書館等職員著作権実務講習会(小１）
・リポジトリ新任担当者研修(小１）
・大学図書館職員短期研修(小１）
・学術情報リテラシー教育担当者研修(小１，工１）
・目録システム講習会(小１）
【平成24年度】
・目録システム地域講習会（雑誌）（小１，医１）
・東北地区大学図書館協議会合同研修会（小白川３，医
２）
・大学図書館職員短期研修（医１）
・目録システム地域講習会(図書）講師(小１）
・ILLシステム講習会（小２）
・学術ポータル研修(小１）
・図書館等職員著作権実務講習会(小１）
・リポジトリ新任担当者研修(小１）
・大学図書館職員長期研修(農１）

資料

【平成17年度】
・和算資料212点を「鈴木文庫」として受贈
【平成19年度】
・「文殊菩薩騎獅像」（山形市指定文化財）と古
文書約850点を「宝光院文書」として受贈、「文殊
菩薩騎獅像」の修復作業を実施
・「宝光院文書」948点の目録が完成。図書館HP
上の宝光院文書検索システムを公開
・中央館 「マイクロフィルム版府県統計書集成」
636巻を受け入れ
・医分館 医学科後援会・看護学科後援会より学生
希望図書118冊寄贈
【平成20年度】
・小白川 重複による廃棄図書をﾗﾄﾋﾞｱ大学へ提供
（平20）

【平成21年度】
・小白川 重複による廃棄図書をタリン大学(大学間学術
交流協定校・エストニア共和国)へ328冊、東北公益文科
大学(大学コンソーシアムやまがた参加大学)へ33冊提供
・工学部 教職員・学生を対象とした除却図書の無償配
布を実施
【平成22年度】
・小白川 除却図書の学生への無償配付（持ち帰りコー
ナー設置）を実施
【平成23年度】
・医学部 医学部医学科同窓会著者コーナーとして蔵王
会文庫を設置
【平成24年度】
・小白川 重複による除却図書をリユース市にて販売
・農学部 紀要農学編バックナンバーの機関リポジトリ
への登録が完了
・農学部 オープンアクセス推進のための申合せを策定
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6．事業の
事業の実施・
実施・整備・
整備・改善のあゆみ
改善のあゆみ
平成16年度～平成20年度
施設・整
備

平成21年度～

【平成16年度】
・中央館 国際情報コーナー・貴重書展示コーナー
設置
・中央館 貴重資料の散逸を防ぐため旧書庫５層
を間仕切り管理
【平成17年度】
・工分館 推薦図書コーナー設置
【平成18年度】
・中央館 新書本コーナー、個人キャレル設置、１
階３階閲覧室に無線LAN設置
・医分館 1階閲覧室に学生用無線LAN敷設
・工分館 放送大学山形学習センターコーナーおよ
び放送大学用受信装置、留学生図書コーナー設置
・農分館 留学生コーナー設置
【平成19年度】
・農分館 1・2階閲覧室に無線LAN設置
・全館
藤沢周平ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ設置
・中央館 １階にﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰを新設及び1～3階のﾄ
ｲﾚ改修
【平成20年度】
・中央館 ライブラリープラザ設置（１階閲覧室
の改装により、コンピュータ、視聴覚資料のマル
チメディア環境を整備）
・医分館 床カーペットの一部張り替え
・工分館 山大生専用席としてキャレルデスクを
40台新設
・工分館 図書館出入口に自動ドアを新設
・農分館 2階ロビーの椅子を1脚更新
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【平成21年度】
・全館 「ハイブリッド図書館としての学習支援システ
ム（平成21年度補正予算）」により、学生用パソコン約
200台・マルチメディア工作用システム・マルチメディ
ア視聴システム・貸出用ノートパソコンとPC収納用ロッ
カーを導入。更にプラズマディスプレイ・ネットワーク
スキャナ・ネットワークカラープリンター・コピーボー
ドを設置
・医学部 ２階閲覧室に無線LANアクセスポイントを設
置
【平成22年度】
・小白川 入館システムの更新
・小白川 省エネ型蛍光管への更新、網戸・窓際手すり
の設置
・医学部 学長裁量経費により無断持出防止装置（BDS)
の設置及び図書館西側外壁補修等を実施
・工学部 学長裁量経費により入退館ゲートを更新・自
動貸出返却装置（ABC)を設置
【平成23年度】
・小白川 サポートプラザ（ディスカッションOKエリ
ア）設置
・医学部 学生用図書配架用書架３台の更新及び書架を
耐震固定施工
・医学部 省エネ型蛍光管への更新
・農学部 東日本大震災による壁面クラックを補修
・農学部 郷土資料コーナー・在来作物コーナーを設置
【平成24年度】
・小白川 1階参考図書閲覧室・新書庫を改修(災害復旧
工事）
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山形大学小白川図書館 ＊ (023)628-4914
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/
山形大学医学部図書館 ＊ (023)628-5054
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/medical/medmain.shtml
山形大学工学部図書館 ＊ (0238)26-3019
http://yzlib.yz.yamagata-u.ac.jp/
山形大学農学部図書館 ＊ (0235)26-2810
http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/nougaku/index.shtml

