図書館と県民のつどい埼玉 2014 報告
１．日時 平成２６年１２月１４日（日） １０時～１６時
２．会場 桶川市民ホール、さいたま文学館
３．主催 埼玉県図書館協会、埼玉県教育委員会、埼玉県学校図書館協議会
埼玉県高等学校図書館研究会
図書館と県民のつどい埼玉 2014 は記念講演、ビブリオバトル、こども読書活動交流集会、展
示で構成されており、SALA は協力団体として展示に参加した。2014 年度は「SALA 加盟図書館
所蔵資料展示会」のテーマで加盟館に参加募集を行ったところ、12 機関から参加希望が寄せられ、
各機関が趣向をこらした展示を行った。SALA 加盟図書館館所蔵資料展示会には 800 名の来場者
があり、県民との交流を深める良い機会となった。参加機関の展示テーマは以下の通り。

機関名

テーマ

1 跡見学園女子大学

跡見女学校卒の鷗外夫人登志子

2 埼玉医科大学

からだのなかを見てみる

3 芝浦工業大学

レールと読書の旅 －イギリス編－

4 十文字学園女子大学

ライブラリーサポーターとの協働 ～学生主体による図書館づくり
“ゆる活” ～

5 城西大学

日本人の知恵 “漢方”

6 女子栄養大学

無形文化遺産「和食」

7 聖学院大学

和訳聖書のことば

8 東洋大学

哲学館から東洋大学 ～大学ゆかりの著名人～

9 日本工業大学

エコ・ミュージアムへの招待

10 文教大学

教科書コレクション Part 2 －世界の教科書－

11 ものつくり大学

“いぃ～もの” 鋳物づくりの魅力

12 立正大学

ブリンクリー文庫 ～知られざる明治のジャパノロジスト～
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ࡓ௨ୖࡢ㡪ࢆᚓࡲࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣࠊ⊂⮬

ࡓ࠸࠸࠺᪉ࡶከࡃࠊᅗ㚷ࡸ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ㄝ

ࡢุᐃᇶ‽ࡼࡿㄆᐃドࢆᤵ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ


᫂ࡋࠊ⌧௦་⒪࡛ࡶࢃࢀ࡚࠸ࡿ㌟㏆࡞͆₎

 ୍Ồ୕⳯ࡢ㣗ࡣࠊ⌮ⓗ࡞ᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫ

᪉͇ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃࠊ㈗㔜࡞ᶵ

ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖࡢ㣗ࡶࠕ㣗࡛ࠖ࠶

࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ
ᅇࡢᒎ♧㈨ᩱࡢ୍㒊ࡣࠊ

ࡾࠊ⚾ࡓࡕࡣఏ⤫ࡢ୍➃ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ᮏᏛᅗ᭩㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ₎᪉ྂ᭩㈨ᩱࢹࢪ

࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࢆࠊ᮶ሙ⪅ࡢ᪉ࠎఏ࠼ࡿ

ࢱ࣮ࣝ࢝ࣈࠖ࠾࠸࡚㟁Ꮚࣈࢵࢡࢆᚚぴ

ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࡽᖾ࠸࡛ࡍࠋ

࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ



࠙࡞ᒎ♧ရࠚ
࣭
ࠗᮏⲡ⥘┠ᅯ࠘ ᕳ Ṕ㡭 
࣭
ࠗ⸩ရᡭᘬⰑ࠘ ᕳ ᏳỌ㸵ᖺ 
࣭
ࠗㅮ䬾➹グ⸩⏝ື≀䭁࠘ ᕳ ᫂  ᖺ 
࣭
ࠗゎ⇕ᩓ࠘ᘬᮐ
࣭⸆◊ࠊኳ䬻ࡣࡾࠊ⸆ࠊ⸆⨁ࠊ⸆⡲
࣭⏑ⲡࠊ᱇⓶ࠊᰘ⬌ࠊ⏕⸆㸷✀㢮





г  г

27 ページ

        

છைधড়भणनः൮ 



প৾છைपेॊனં

ڦᎢܖᨈܖٻ

ڦிබܖٻ

㸺ヂ⪷᭩ࡢࡇࡤ㸼

㸺ဴᏛ㤋ࡽᮾὒᏛ 㹼Ꮫࡺࡾࡢⴭ

⪷᭩ࡣᵝࠎ࡞ゝⴥ⩻ヂࡉࢀࠊேࠎ࢟ࣜ

ྡே㹼㸼
᫂ᮇࡢ⚾❧Ꮫࡣࠊ་࣭ἲ࣭⤒῭࣭ᕤ࣭

ࢫࢺᩍᛮ࠸ࢆఏ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ヂࡢṔྐࡣࠊ㙐ᅜ௦㎡᭩ࡶ࡞ࡃࠊゝ

㎰࣭⮬↛⛉Ꮫ࣭ㄒᏛ࡞ࡢᐇᏛ࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᐃ

ⴥࡢࡘࡓ࡞࠸⁻ὶẸࡢຓࡅࡢࡳ࡛⾜ࢃࢀࡓࡇ

ࡢಙ௮ᇶ࡙ࡃᘓᏛࡢ⢭⚄≉Ⰽࡀ࠶ࡾࡲࡋ

ࡽጞࡲࡗࡓࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢᚋࠊ
ᵝࠎ

ࡓࡀࠊᮾὒᏛࡣࠊࡑࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ࡞࠸ဴᏛ

࡞ಶேヂࡀ࡞ࡉࢀࠊࡉࡽ⩻ヂጤဨヂࠊඹ

ࡼࡾ┿⌮ࢆ㏣✲ࡍࡿᘓᏛࡢ⢭⚄ࢆ᭷ࡋ࡚࠾

ྠヂࠊ᪂ඹྠヂ࡞ࡢ௦࠶ࢃࡏࡓ⩻ヂࡀ

ࡾࠊᙜࡣဴᏛ㤋࠸࠺ྡ⛠࡛ࡋࡓࠋ

⾜ࢃࢀࠊ⌧ᅾࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡢస

ᅇࡢᒎ♧ࡣࠊဴᏛ㤋ࡽ⌧ᅾࡢᮾὒᏛ

ᴗࢆᨭ࠼ࡓࡢࡣᐉᩍᖌࡸ⩻ヂ⪅ࡓࡕࡢ⇕ᚰ࡞

ࡲ࡛ࡢࠊᏛࡸ❧⪅ୖ ࠊ

ᐉᩍࡢᛮ࠸ಙ௮࡛ࡍࠋ

ဴᏛ⪅࣭ᩍ⫱⪅ 㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡗࡓே≀ࢆ㸱ࡘ

ᅇࡢᒎ♧࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヂ⪷᭩ࡢṔ

ࡢ❶ࢆ୰ᚰࡈ⤂࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ

ྐࢆ⣣ゎࡁࠊ⩻ヂጤဨ⪷᭩㸦ᐇ≀㸧ࡸ₎ᩥ

 ௨ୗࠊᒎ♧࠾ࡅࡿே≀ᴫ␎ࢆ⤂ࡋࡲ

ࡼࡿ⪷᭩ࡢ୍⠇ࡢࡅ㍈࡞ࢆᒎ♧ࡋࡲࡋ

ࡍࠋဴࠕ❶  ➨ܐᏛ㤋ࡢ୕ᜠேࠖ ᾏ⯚

ࡓࠋࡲࡓࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࢆㄒ※ࡍࡿ⚾ࡓࡕ

ࠊᨻᐙࠋୖ⤒Ⴀ⪅ࡋ

࡞ࡌࡳࡢ῝࠸ゝⴥࡸ័⏝ྃࢆ⤂ࡋࠊL3DG ࢆ

࡚ࡢ⮬ぬࢆಁࡍ ࠋຍ⸨ᘯஅ ࠊᨻ

ࡗ࡚⪷᭩㛵ࡍࡿࢡࢬ࡞ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸

ᐙ࣭ᩍ⫱⪅ࠋୖࡢᡂ㛗ဴᏛ㤋❧ࢆ

ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ᨭ࠼ࡿࠋᮾிᏛึ௦⥲⌮ ࠋᑎ⏣⚟ᑑ
ࠊൔࠋࡢྠᚿࡋ࡚ᩍࡢ

㸺ࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸼

ࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝࡣࠊி㒔Ꮫࡽᗈࡲࡗࡓ

㏆௦ᑾຊࠋ≀ᚰ୧㠃ࡢᨭ ࠋ➨ܐ

ᮏࡢ⤂ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢤ࣮࣒࡛ࠊ

❶
ࠕࡺࡾࡢேࠎࠖ
 ⣡㑻 ࠊ

▱ⓗ᭩ホྜᡓࡶࡤࢀࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏᏛ࡛

ᰂ㐨ᐙ࣭ᩍ⫱⪅ࠋ
ဴᏛ㤋㛤タࡢ⌮Ꮫㅮᖌࠋ

ࡣࠊࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࡀ⾜ࢃ

ဴᏛ㤋ㅮ⩏㘓ࡶඹྠᇳ➹ ࠋ୰ᓥᚨⶶ

ࢀ࡚࠸ࡿࠊᅗ᭩㤋࡛ࡶᐃᮇⓗ㛤ദࡋ࡚

ࠊᩍ⫱⪅ࠋᅔ㞴ࡔࡗࡓᏛ௧ࡼ

࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᖺᗘࡼࡾᅜᏛࣅࣈࣜ࢜

ࡿ᪼᱁ࢆᯝࡓࡍࠋဴᏛ㤋௳࡛᭷ྡ ࠋἙ្ཱྀ

ࣂࢺࣝࡢண㑅ࡶᐇࡋࡲࡋࡓࠋ

ᾏ ࠊᩍᏛ⪅࣭᥈᳨ᐙࠋဴᏛ㤋ㅮ

 ࣂࢺ࣮ࣛࡀ⤂ࡋࡓᮏేࡏ࡚Ⓨ⾲ࡢ᭩ࡁ

⩏㘓ࡼࡾᏛࡪࠋဴᏛ㤋༞ᴗ⏕ࠋᅾᐙᩍᥦ

㉳ࡇࡋཎ✏ࢆᒎ♧ࡋࡓࠊⓎ⾲ࡢᫎീࢆᨺ

ၐ⪅ ࠋࠕ❶  ➨ܐᅗ᭩㤋ࡢᜠேࠖ ᓥὠஂᇶ

ᫎࡋࠊ
ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚⤂ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ


ࠊᅜᩥᏛ⪅ࠋྂ௦࣭୰ୡࡢఏㄝ࣭



ㄝヰ࣭≀ㄒᩥᏛࢆ◊✲ ࠋ
ྜྷ⏣ᖾ୍ ࠊ



ᅜᩥᏛ⪅ࠋྂ⡠ⵔ㞟ᐙ ࠋܐ ᯘྂ



ࠊḷே ࠋ䭊すၿⶶ ࠊ



ᑠㄝᐙ ࠋᮌᒣᤩᖹ ࠊリே࣭ᑠㄝᐙ ࠋ



ᆏཱྀᏳ࿃ ࠊᑠㄝᐙ ࠋ
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Šଐஜಅܖٻ

Š૨ܖٻ

㸺 ࢚ࢥ࣭࣑࣮ࣗࢪ࣒ࡢᣍᚅ 㸼

㸺ᩍ⛉᭩ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ3DUW 㸫ୡ⏺ࡢᩍ

 ᮏᏛ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶⎔ቃ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ

⛉᭩㸫㸼

ࢺࡢつ᱁ࠕ,62ࠖࢆྲྀᚓࡋ࡚௨᮶ࠊ⎔

ᮏᏛࡢᩍ⫱◊✲ᡤ࡛ࡣࠊ ᖺࡽୡ⏺ࡢ

ቃ㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡸ◊✲ࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

ᩍ⛉᭩ࡢ㞟ࢆ㛤ጞࡋࠊ
࡛ࡣ  ࢝ᅜࡢᩍ⛉

ᅇࡢᒎ♧࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡽࠕ࢚ࢥ࣭

᭩ࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᅇࡣࠊࡑࡢ୰ࡽ≉

࣑࣮ࣗࢪ࣒㸦⎔ቃ༤≀㤋㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࣃࢿࣝ

ࣥࢻࡢᩍ⛉᭩ࡢᒎ♧ࠊྠ◊✲ᡤ࡛◊✲

ࢆ⏝࠸࡚ࡈ⤂ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⎔ቃタ

ᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿ᭱᪂ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡢ⤂

ࡸ◊✲ᡂᯝ࡞ࡀ┠ぢ࠼ࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ

ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

㐀ࡋࠊࡑࡇࡽయឤࡼࡿ⎔ቃࡢ⌮ゎ࣭ព

ࡢࢻࣥیᩍ⛉᭩ࡢᒎ♧

㆑ࡢྥୖࢆ᥎㐍ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

 ࡢᩍ⛉᭩ࢆ୪ࡿࡶࠊࡑࡢෆ

Ꮫ࡛ࡣ㸰␒┠ࡢつᶍ࡞ࡿኴ㝧ගⓎ㟁ࢩ

ᐜࡢ୍㒊ࢆ᪥ᮏㄒヂࡋࡓᆺࣃࢿࣝࠊࣥࢻ

ࢫࢸ࣒ࢆࡣࡌࡵࠊᚤ⏕≀ࡢຊ࡛⏕ࡈࡳࢆỈ

ࡢᩍ⫱ไᗘࢆゎㄝࡋࡓᆺࣃࢿࣝࢆ⏝ពࡋࡲ

✵Ẽศゎࡍࡿࠕࣂ࢜⏕ࡈࡳฎ⌮ᶵࠖ࡞

ࡋࡓࠋ,7 ⏘ᴗࡀᛴ㏿ᡂ㛗ࡍࡿࣥࢻ࠾࠸

ࡢゎㄝࡶࠊ㹊㹁ࢭࣥࢱ࣮ᡤⶶࡢ⎔ቃ㛵

࡚ࠊ≉⟬ᩘࡢᩍ⫱ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㐃ᅗ᭩ࠕ,62 ᅗ᭩ࠖࡽ⎔ቃᕤᏛࢆࡣࡌࡵࠊ

ᅇࡢᒎ♧࡛ࡶ⟬ᩘࡸ⌮⛉⯆ࢆᣢࡘ᪉ࡀ

ᑓ㛛᭩ࡸゎㄝ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࠕ࢚ࢥ࣭࣑࣮ࣗࢪ

ከࡃࠊᑠᏛᰯపᏛᖺࢆᑐ㇟ࡍࡿᩍ⛉᭩ࢆ㛤

࣒ࠖࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡁࠊ
ࠕࡇࡢᖺ㱋࡛ࡇࢇ࡞㞴ࡋ࠸ィ⟬ࢆࡋ࡚࠸

 ᒎ♧ࢆࡈぴ࡞ࡗࡓ᮶ሙ⪅ࡽࡣࠕኴ㝧ග

ࡿࢇࡔࠖឤᚰࡋ࡞ࡀࡽᚚぴ࡞ࡿ᪉ࡀከࡃ

Ⓨ㟁ࢆ⮬Ꮿ࡛ᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ཧ⪃࡞ࡗ

࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡓࠖ
ࠕࡐࡦタࢆぢᏛࡋࡓ࠸ࠖ࡞ࡢኌࡀ࠶ࡾ

ࣝࢱࢪࢹیᩍ⛉᭩ࡢ⤂

ࡲࡋࡓࠋ

 ྎࡢ L3DG ࢆ୪ࠊ◊✲ᡤᡤ㛗ࡢ⏣

ࡲࡓࠊ᮶ሙ⪅ཧຍ⏬ࠕ࢚ࢥࢡࢬᣮᡓࠖ

୍ᩍᤵࡑࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⏕㸲ேࡀࢹࢪࢱࣝᩍ

࡛ࡣࠊᒎ♧ෆᐜࡘ࠸࡚ࣄࣥࢺࢆࡕࡾࡤࡵࡘ

⛉᭩ࡢゎㄝࢆࡋࠊ᮶ሙ⪅ࡢ᪉ࠎᐇ㝿᧯స

ࡘゎㄝᚋࠊ
ཧຍ⪅ࡀゎ⟅࠸࠺ὶࢀ࡛ࡋࡓࡀࠊ

ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࠕ࠶࠼࡚ࣀ࣮ࣄࣥࢺ࡛㸟ࠖ࠸࠺᪉ࡶ࠾ࡽࢀ

⌮⛉ࡢࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡛ࡣᐇ㦂ࡢᫎീࢆぢ

┒ࡾୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊㄒᏛࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣṇࡋ࠸Ⓨ㡢

ᅇࡢᒎ♧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⎔ቃࡢ⌮ゎࡸ㛵ᚰ

࡛ㄞࡳୖࡆ࡚ࡃࢀࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࢆ῝ࡵࡿᶵ࡞ࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋᮏᏛࡣᚋ

ࡇࢀࡽඛࡢୡ௦ࡢᏊࡶ㐩ࡀࡢࡼ࠺࡞ᩍ

ࡶ⎔ቃࡢྲྀ⤌ࡳࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

⛉᭩࡛ຮᙉࡋ࡚࠸ࡃࡢⓙࡉࢇ⯆ὠࠎ࡛ࠊ



⇕ᚰゎㄝࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ŠǋƷƭƘǓܖٻ

ڦᇌദܖٻ

㸺͆࠸࠷㹼ࡶࡢ͇㗪≀࡙ࡃࡾࡢ㨩ຊ㸼

㸺ࣈࣜࣥࢡ࣮ࣜᩥᗜ㹼▱ࡽࢀࡊࡿ᫂ࡢࢪࣕ

 ᖺࡣ㗪≀ࢆࢸ࣮࣐ࠊ㛤Ꮫᙜึࡽᡤ᭷

ࣃࣀࣟࢪࢫࢺ㹼㸼

ࡋ࡚࠸ࡿ㗪㐀㛵ಀࡢ᭩⡠ࡸᖺᗘ㉎ධࡋࡓ

ࣇࣛࣥࢩࢫ࣭ࣈࣜࣥࢡ࣮ࣜ㸦㸧

'9'㸦ᮏᏛ〇㐀Ꮫ⛉㕥ᮌඞ⨾ᩍᤵ┘ಟ㸧ࡢ

ࡣࣝࣛࣥࢻ⏕ࡲࢀࡢࢠࣜࢫே࡛ࠊᛂ

ࠊᩍᤵ࠾ࡼࡧᏛ⏕ࡀ〇సࡋࡓ㗪≀సရ࡞

 ᖺ㸦㸧
ࠊ ṓࡢࡁ᮶᪥ࡋࠊ௨ᚋᖐ

ࢆ⤂ࠊᒎ♧ࡋࡲࡋࡓࠋ

ᅜࡍࡿࡇ࡞ࡃ᪥ᮏ࡛ᬽࡽࡋࡲࡋࡓࠋ◙⾡ࡸ

 㗪㐀ࡣࠊ⁐ࡋࡓ㔠ᒓࢆ◁ࡸ㔠ᒓ࡞࡛

ᩘᏛࡢᩍᖌࠊ
ࠗㄒᏛ⊂ෆ࠘ࡸ୕┬ᇽࠗⱥ

ࡘࡃࡽࢀࡓᆺὶࡋ㎸ࢇ࡛ᅛࡵࡿ㔠ᒓຍᕤࡢ

㎡࠘ࡢ⦅ⴭࠊⱥᏐ⣬ࠕࢪࣕࣃ࣭࣓ࣥࣝࠖ
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埼玉県地域共同リポジトリ SUCRA について
（１） これまでの経過
(ア) SALA 加盟機関は埼玉大学のリポジトリサーバを共有するかたちで 2008 年頃より
埼玉大学を含め 12 機関がリポジトリの構築を行ってきた。
(イ) しかしこの数年，より安定した環境のなかでリポジトリ構築をしていくことが望
ましいとの考えが示されたため，新たな環境を探していた。
(ウ) そうしたなかで，国立情報学研究所（NII）がサービスを始めた共用リポジトリサ
ービス JAIRO Cloud に，昨年 11 月から既構築機関も参加できるようになった。
また，既設のリポジトリからのデータ移行についても，いくつかの大学で実証実
験が行われ，SUCRA が使用しているソフトウエア XooNIps においてもデータ移
行が可能となった。
(エ) SUCRA 参加機関は SUCRA を離れ，順次 JAIRO Cloud（あるいは自機関で独自
に構築したサーバ）へ移行していくことを 2014 年 12 月に開催した SUCRA 参加
機関による打ち合わせで確認をした。

（２） 現状
(ア) 埼玉大学を除く 11 機関中，8 機関が JAIRO Cloud への移行を決定しており，2
機関はすでに構築を終えている。
(イ) すべての機関が新しいリポジトリ構築環境に移行するには，まだ若干の時間を要
すると思われるが，方向性は明確になったといってよい。
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平成26年度 SALA共通閲覧証利用調査結果報告
１．調 査 期 間 ： 平成27年4月1日～平成27年4月24日
２．調 査 対 象 ： 加盟47機関
３．調査対象期間 ： 平成26年4月1日～平成27年3月31日
４．調 査 項 目 ： 発行件数、受付件数、ご意見
５．定

義 ： 発行件数…他の加盟機関を紹介する時に共通閲覧証を渡した件数
受付件数…他の加盟機関から共通閲覧証を持参して来館した件数

６．調 査 方 法 ： ①SALAメーリングリストで文書配布

→②個別にメール、電話で問い合わせ

７．回 収 方 法 ： ①メール添付又はFAX受信
８．調査集約担当 ： 文教大学越谷図書館
９．調 査 結 果 ：
<集計表>
平成26年度
回答
割合
46
97.9%
23
48.9%

回答機関数
利用機関数

発行機関数
受付機関数

19
14

発行件数
受付件数

77
103

平成25年度
回答
割合
46
97.9%
26
55.3%

40.4%
29.8%

20
16

42.6%
34.0%

60
39

平成24年度
回答
割合
47
100.0%
26
55.3%

22
15

46.8%
31.9%

104
60

平成24年度
平成25年度

104

120

103

100

平成26年度

77

80

60

60

60
39

26 26

40
20

23

22 20

19

15 16 14

0
利 用 機 関 数発 行 機 関 数 受 付 機 関 数

発行件数

受付件数

<ご意見>
昨年度は０件でした。当館ではほとんど利用実績はありませんが、資料が少ない館としてはいざという時に心強
いので今後も継続していただきたいと思います。
SALA加盟館からの来館は年間延べ66名ですが、SALA共通閲覧証は持参されていません。加盟館において、
共通閲覧証の利用を周知徹底する必要があると思われます。
今後も共通閲覧証制度を維持していただければと思っております。各館ご事情があるかと思いますが、事前相
談を「不要」にしていただけると利便性・利用件数が増すかと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

共通閲覧証の表側にNo.が記載されている方が番号が確認しやすい。裏のNo.も小さいのでわかりにくい。
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発行件数が、激増しました。理由は①館内にＳＡＬＡ共通閲覧証利用促進のための掲示物を作成し、掲示した
こと。②司書課程の講義で、ＳＡＬＡ共通閲覧証の制度を紹介したこと。が理由かと思います。
加盟館が相互に協力して、学生を受け入れてくださるのはとてもいいシステムだと思います。是非、共通閲覧証
を利用するの煩雑な手続きを省いて、所属する大学の学生証で利用できるような方法を考えていただきたい。
共通閲覧証は大変便利だと思います。他大学の図書館も利用することができるのだということも含め、利用者へ
の周知を徹底し、さらに活用されるよう努めます。
本学では、卒論が無くなって以来共通閲覧証の利用が無くなっていますが、他大学では今後も必要と思われま
す。
上記「受付件数」についてです。今年度から、入館されるたびに1件と数えるようにいたしました。このため、同じ
方が同じ日に何回か入退館を繰り返された場合、入館された回数を件数としております。2014年度の2月と3月
に、同じ方が毎日のように来館され、同じ日に何回か入退館を繰り返されたため、今年度の「受付件数」が例年
に比して大幅に増えております。ご了承ください。
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平成26年度 SALA共同購入実態調査報告
１．調 査 期 間 ： 平成27年4月1日～平成27年4月24日
２．調 査 対 象 ： 加盟47機関、取引業者
３．調査対象期間 ： 平成26年4月1日～平成27年3月31日
４．調 査 項 目 ： 購入数、支払額、ご意見
５．定

義 ： （１）キャンパスが分かれていても大学全体として購入した場合、1機関として報告
（２）図書館からの発注でなくとも、SALA割引が適用された場合は実績として報告

６．調 査 方 法 ： 加盟機関）①SALAメーリングリストで文書配布→②個別にメール、電話で問い合わせ
取引業者）①個別にメール
７．回 収 方 法 ： 加盟機関,取引業者）①メール添付又はFAX受信
８．調査集約担当 ： 城西大学水田記念図書館、国立女性教育会館女性教育情報センター
９．調 査 結 果 ：
<集計表>
平成26年度
回答
割合
46
97.9%
32
68.1%
6
12.8%
0
0.0%
22
46.8%
0
0.0%
22
46.8%
0
0.0%
1
2.1%
4
8.5%

回 答 機 関 数
利 用 機 関 数

ｵｰｸﾗ情報ｻｰﾋﾞｽ
日本ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ
埼玉福祉会
ﾅｶﾊﾞﾔｼ
ｷﾊﾗ
資料保存器
ﾌｨﾙﾑﾙｯｸｽ
紀伊國屋書店

平成25年度
回答
割合
46
97.9%
25
53.2%
4
8.5%
1
2.1%
15
31.9%
2
4.3%
15
31.9%
0
0.0%
2
4.3%
4
8.5%

平成24年度
回答
割合
47
100.0%
17
36.2%
6
12.8%
0
0.0%
11
23.4%
1
2.1%
5
10.6%
2
4.3%
2
4.3%

過去３年間の推移

平成24年度 回答
平成25年度 回答

32

35
30

平成26年度 回答

25
22

25
20

17

15

5

15

11

15
10

22

6

4

6

5
010

120

0
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＜提案別購入実績＞
業者名
ｵｰｸﾗ情報ｻｰﾋﾞｽ
インセットテープ（磁気タグ）

提案商品

購入実績
33

日本ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ

図書落下防止製品 (ブックキーパーI、II)

埼玉福祉会

図書館用品全般

ナカバヤシ

（a）中性紙保存ケース各種（弊社カタログ「LiSuNa」P.26～28掲載商品）（b）別注中性紙保存ケース（A4以下タトウ式）60個10万円パック
（c）修理製本10万円パック

キハラ

ブックトラック・ステップ類、展示用品、環境／ クリーン用品、図書装備用品

資料保存器材

アーカイバルクリアホルダー、アーカイバルバインダーR、バインダー用リフィル、バインダー用間紙、ファイルボックスR
①コリブリ e-Davinci、コリブリカバー、ウェルディングバー
②ライブラリーリング、バインダーボックス、アルバムポケット
日外アソシエーツ「BOOKデータASP」サービス 目次・内容要旨・書影・著者紹介表示サービス

フィルムルックス
紀伊國屋書店（DB
系）

0
802

＜ご意見＞
業者名
ｵｰｸﾗ情報ｻｰﾋﾞｽ

ご意見
・ 図書購入冊数が減少のため、例年より少ない数の発注となったが、オークラの提供価格には十分満足している。

キハラ

・2割引きは有難いです。今後も積極的に利用したいと思います。
・カタログ価格より20%引きで購入できるのは大変ありがたく思います。今後とも是非このサービスを続けて欲しい。
・2月末になっての発注だったが、迅速な対応で助かった。金額的にもメリットを感じている。

埼玉福祉会

・ 注文金額\21,000以下は別途送料 という点で、発注をみあわせた。
・平成27年度は購入予定があります。

0
1,008
0
10
4

・当館は小規模なため昨年度も共同購入を利用する機会がありませんでしたが、機会があれば利用したいと考えています。
・今後もこの事業を継続していただければと思います。
・日頃のご対応に感謝しています。直接共同購入にはお世話になって助かっておりますが、弊学の購買部門も利用しなくてはならず、今後のかねあいが検
討されるところです。
全般

・いつもお世話になっております。平成26年度は物品の購入はございませんでした。本年度もよろしくお願いいたします。
・本学が物品を購入する場合、学校法人本部が、学園として企業に発注します。図書館として企業に注文することができないので、共同購入には当てはま
りません。学園と提携している仲介業者が必ず介在することで、定価よりは安く納品されているようです。
・昨年度は、残念ながら予算の都合により利用できませんでしたが、制度は継続して頂けると助かります。
・特にありませんが、大変良い取り組みだと思います。
・2014年度は購入するものはありませんでした。今後ともよろしくお願いします。

＜今後取引を希望する商品＞
商品名

ご意見

特に希望する商品の提案無し
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