令和３年度第６回図書館委員会議事要旨

日 時 令和４年３月１１日（金）１３：３０～１４：４９
場 所 オンライン会議
出席者 尾上委員長、大屋・田熊・藤本・古川（副館長）
、大山（図）
、輪島（文）
、足立（人）
、仁木（法）
、
西村（経）
、盛田（理）
、祖父江（医）
、藤野（医病）
、丹羽（歯）
、齊藤（薬）
、小林（工）
、石
渡（基）
、大森（言）
、蓮生（国）
、鬼塚（情）
、藤本（高）
、佐藤（連）
、石谷（微）
、家（産）
、
原田（蛋）
、塚本（接）
、斗内（レ）
、下條（サ）
、永田（博）
、進藤（全教）
欠席者 高島（生）
、芹澤（社）
、奈良（事）
議 事
１．前回議事要旨（7/2、7/30 メール会議、11/5 メール会議、12/28 メール会議）
前回議事要旨、審議結果については既にメールで確認を済ませているが、参考までに準備したと
の説明があった。
２．協議事項
（１）規程等の制定について
規則等の制定について、配付資料に基づき次のとおり提案があり、協議の結果、原案どおり了承
された。
１）大阪大学附属図書館寄附者等特別利用に関する内規
附属図書館における寄附者等の特別利用について、必要な事項を定めるもの。
２）大阪大学附属図書館卒業生特別貸出しに関する内規
各館の利用内規の整備に合わせて、附属図書館卒業生特別貸出しに関する要項の整備が必要
になったことに伴い、併せて規程等の体系整備行うため、同要項を廃止し、内規として制定
するもの。
（２）規程等の一部改正について
規則等の一部改正について、配付資料に基づき次のとおり提案があり、協議の結果、原案どおり
了承された。
１）大阪大学附属図書館各館利用内規
附属図書館利用規程に準拠した変更、運用ルール・他の規程等との関係の追記、改廃条項の
追加、その他文言等の修正を行うもの。
２）人文学研究科設置に伴う一部改正について
文学研究科と言語文化研究科の統合による人文学研究科の設置に伴い、附属図書館の各種委
員会に係る規程等について、引用条項を整備するもの。
３）大阪大学附属図書館電子図書館委員会内規
人文学研究科の設置に伴う引用条項の整備及び委員会開催の成立要件、代理人の出席、委員
以外の者の出席、改廃条項の追加等の整備を行うもの。
４）大阪大学附属図書館電子図書館委員会分野共通タイトル選定小委員会設置要項
人文学研究科の設置に伴う引用条項の整備及び委員会開催の成立要件、代理人の出席に係る
整備を行うもの。
（３）2022（令和 4）年度の開館日程について
標記のことについて、配付資料に基づき、４館とも規程どおりの開館を予定していること、総合
図書館は引続き利用の多い試験期等の開館時間を拡充していることの説明があり、協議の結果、原
案どおり了承された。
（４）夏季一斉休業実施に伴う附属図書館の臨時休館について
大学の一斉休業や各キャンパスの状況に対応して図書館（外国学図書館を除く。）ごとに、夏季
一斉休業を実施し、その間を臨時休館とすること、外国学図書館は箕面市立図書館の機能を持つた
め実施しないことについて、配付資料に基づき説明があり、協議の結果、了承された。
（５）図書の不用決定について
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重複、改訂・改版、汚損・破損、不明等の理由により、各図書館の運営委員会で不用決定が承認
された図書について、配付資料に基づき説明があり、協議の結果、当該図書の不用決定が了承され
た。
（６）電子図書館委員会協議事項
電子図書館委員会で協議・了承された次の事項について、配付資料に基づき説明があり、協議の
結果、原案どおり了承された。
１）令和 4 年度電子的情報基盤資料整備経費の部局分担について
令和 2 年度の図書館委員会で了承された経費分担方法に基づき、各部局はエルゼビア枠（全
学共通の本部経費不足分）と分野共通の経費を拠出するもの。
２）令和 5 年度電子的情報基盤資料の選定について
全学共通タイトは、令和４年度購読を継続すること、エルゼビアは例年どおり希望調査を実
施すること、分野共通タイトルは各系選定小委員会にて選定を行ったこと。
３）令和 5 年度エルゼビア枠電子資料購読希望調査及び選定可能額について
昨年度同様購読希望調査を実施すること、部局ごとの選定可能額は電子的情報基盤資料「全
学経費分」の部局分担額の比率に応じて算出すること。
（７）その他
特になし。
３．報告事項
（１）諸会議報告
１）電子図書館委員会
今年度の電子図書館委員会の協議事項については、本日の協議事項（６）のとおりである旨、
報告があった。
２）総合図書館運営委員会
7 月 12 日に第１回（オンライン）
、10 月 26 日に第２回（メール会議）
、2 月 28 日に第３回
（オンライン）の委員会を行ったことについて、配付資料に基づき、報告があった。
３）生命科学図書館運営委員会
7 月 9 日に第１回（オンライン）
、2 月 8 日に第２回（メール会議）
、2 月 24 日に第３回（オ
ンライン）の委員会を行ったことについて、配付資料に基づき、報告があった。
４）理工学図書館運営委員会
7 月 9 日に第２回（オンライン）
、2 月 24 日に第３回（オンライン）の委員会を行ったこと
について、配付資料に基づき、報告があった。
５）外国学図書館運営委員会
7 月 15 日に第１回、2 月 10 日に第２回、3 月 2 日に第３回(メール会議)の委員会を行った
ことについて、配付資料に基づき、報告があった。
６）研究開発室会議
3 月 9 日に第１回（オンライン）の会議を行い、令和４年度の研究開発課題及び室員を承認
したことについて、報告があった。
（２）令和 3 年度総長裁量ポスト（OU ビジョン実現枠）の教員着任について
標記のことについて、配付資料に基づき、研究開発室の教員（助教１名）が令和３年９月１日に
着任したことの報告があった。
（３）2022（令和 4）年度総長裁量経費要求
標記のことについて、配付資料に基づき報告があり、理事枠の採択結果の説明があった。
（４）2022-24（令和 4-6）年度施設老朽化対策に係る要求
標記のことについて、配付資料に基づき報告があり、３年度分の要求を行ったことの説明があっ
た。
（５）2022（令和 4）年度 TA 経費要求
標記のことについて、配付資料に基づき報告があり、要求及び配分の説明があった。
（６）R3(2021)年度学生選書実施報告
標記のことについて、配付資料に基づき、実施結果の報告があった。
（７）令和 3(2021)年度電子書籍トライアルの実施について
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標記のことについて、配付資料に基づき、実施方法及び結果の報告があった。
（８）CUP Full パッケージ Read & Publish モデルの 2022 年契約継続について
標記のことについて、配付資料に基づき、2022 年も同モデルの契約を継続することの報告があっ
た。
（９）令和 3 年度研究推進部オープンサイエンス・オープンデータ支援経費による事業について
標記のことについて、配付資料に基づき、3 件の事業を実施したことの報告があった。
（10）令和 2 年度「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」事業実施報告
標記のことについて、配付資料に基づき、デジタルカメラ撮影による電子画像データ作成とマイ
クロ資料からの電子画像資料作成を行ったことの報告があった。
（11）総合図書館除籍資料の個人への譲渡について
標記のことについて、配付資料に基づき、令和３年度の試行結果の報告があり、併せて令和４年
度は無償譲渡として試行を継続することの報告があった。
（12）総合図書館空調工事報告
標記のことについて、配付資料に基づき、工事が完了したことの報告があった。
（13）生命科学図書館ラーニング・サポートデスクの休止について
標記のことについて、配付資料に基づき、学習相談が少ないことからラーニング・サポートデス
クを休止し、医学系文献検索のサポートを主としたサービスを図ることの報告があった。
（14）大阪大学データビリティフロンティア機構による 生命科学図書館内カメラを用いた実験期間延
長について
標記のことについて、配付資料に基づき、実験期間を 2028 年 3 月まで延長することの報告があ
った。
（15）理工学図書館へのネーミングライツ導入について
標記のことについて、配付資料に基づき報告があり、理工学図書館東館１階のラーニング・コモ
ンズに係るネーミングライツ・パートナーが選定され、本年 4 月 1 日から実施されることの説明が
あった。
（16）新外国学図書館開館後の活動状況について（2021 年 6 月～2022 年 2 月）
標記のことについて、配付資料に基づき、次の事項について報告があった。
１）利用状況について（2021 年 6 月～2022 年 2 月）
２）外国語学部等と協力したイベントの実施について
３）船場図書館に特化したサービスの実施について
４）図書企画展示について
５）新外国学図書館開館後の取材対応について
（17）各館活動報告
附属図書館では全館で協力し、また各館で個別に様々な活動を行っているので、一読願いたい旨、
報告があった。
【附属図書館】
佐藤課長から、次の活動について、配付資料に基づき報告があった。
１）データベース・文献管理ツール利用講習会実施報告（2021 年度春夏学期）
２）データベース・文献管理ツール利用講習会実施報告（2021 年度秋冬学期）
３）全学共通教育科目「情報社会基礎・情報科学基礎」における図書館ガイダンス (e-Learning)
実施報告(2021 年度春夏学期)
４）2021 年度ラーニング・サポーター研修実施報告
５）2021 年度春夏学期 附属図書館における学生団体への協力
岡田課長補佐から、次の活動について、配付資料に基づき報告があった。
６）大阪大学職員研修「大阪大学の研究者を理解する」実施報告
７）国立大学図書館協会地区助成事業「図書館の防災」実施報告
【総合図書館】
佐藤課長から、次の活動について、配付資料に基づき報告があった。
１）理学部オープンキャンパスへの協力について（報告）
２）総合図書館 LS 活動報告(2021 年度)
３）2021 年度夏ラーニング・サポーターによる図書館ツアー実施報告
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４）講習会「卒論・研究きちんとスタート！シリーズ」実施報告
５）講習会「明治～昭和期の日本の雑誌・新聞記事の探し方」実施報告
６）授業内オンデマンド講習会実施報告（外国語学部 インドネシア語専攻／ビ ルマ語専攻／英語
専攻）
【生命科学図書館】
西山課長補佐から、次の活動について、配付資料に基づき報告があった。
１）オンデマンド講習会（医中誌 Web・PubMed）実施報告
２）医学部「3 年次基礎医学講座配属イントロダクション」における PubMed の講習について
３）講習会「医局秘書さんのための文献入手講座」実施報告
４）医学部保健学科公衆衛生学教室特別研究のための文献検索レクチャー（実施報告）
５）医病看護部キャリア開発センター研修「仕事に役立つ！本、資料の探し方」報告
６）2021（令和 3）年度 図書館ラーニング・サポーター（LS）活動報告
７）2021（令和 3）年度 LS 講習会 開催報告
【理工学図書館】
大西課長補佐から、次の活動について、配付資料に基づき報告があった。
１）2021(令和 3)年度理工学図書館学習支援活動・ガイダンス実施報告
２）2021 年度理工学図書館ラーニング・サポーターの活動報告
３）理工学図書館ツアー動画等の公開
【外国学図書館】
赤澤課長から、次の活動について、配付資料に基づき報告があった。
１）専攻語（現地語）図書収集状況について
２）図書館ガイダンス等の実施について
３）外国語学部向け e-learning 教材の Web サイト公開について
４）外国学図書館におけるラーニング・サポーター活動について
５）外国語学部オープンキャンパス 2021 との連携企画について
６）多言語目録に関する勉強会について
４．その他
特になし。
最後に、今年度末で任期満了となる委員の方々及び退任される大屋副館長への謝辞があった。
以 上
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