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＊前年度の図書館の活動報告を中心とした内容で、年１回、電子版のみを発行しています。



　昨年来、なかなか終息しない新型コロナ禍の中、皆さんはどのようにお過ごしですか？

　何かと制約の多い生活の中で、容易に外の世界とつながることのできるツールの一つがイ

ンターネットです。ネット上には膨大な情報が存在し、その中から必要なものを効率的にピッ

クアップすることができます。また、感染防止のために直接会えない人や、遠く離れている人

ともより気軽にコミュニケーションすることができるようになりました。図書館もこうした

オンラインの良さを活かして、電子ジャーナルや電子書籍、大学院生のティーチング・アシ

スタントによるリモート学修支援などのサービスを提供しています。また、琉球・沖縄研究

の知の拠点として沖縄関係貴重資料をデジタルアーカイブ化し、より多くの方々に利用して

いただくために一般公開しています。いずれも大変使いやすいサービスですので、ぜひ一度

ご利用ください。

　さて、発達した IT の恩恵を受け、簡単に多くの情報にアクセスできるようになったことで、

私達はあらゆる知識を得ることができると思いがちです。しかし最近、自分が検索した情報と

関連する広告やサイトが勝手に画面のトップに表示されるという経験をした方も多いでしょ

う。AI などの情報技術の発達は、情報検索の効率性を格段に向上させると同時に、私達が接

する情報の偏りをも生み出しているのではないでしょうか。一方、図書館の書棚の前に立った

時、スマホやパソコンの画面を一目見た時よりはるか

に多い、何十冊もの本の背表紙が私たちの視野の中に

飛び込んできます。そこには、古くても名著と言われ

る本があり、また自分にだけ輝いて見える本のタイト

ルがあるかもしれません。現代に生きる上でデジタル

の利便性や即時性は不可欠となりましたが、このよう

なアナログな邂逅もまた私たちの世界を広げてくれま

す。ぜひ来館して、新しい知識との出会いを探してみ

てください。

（藤田陽子：琉球大学附属図書館長）

　図書館公式キャラクター「きじむん」紹介

　ハイサーイ！ キジムンヤイビーン！（こんにちは、きじむんだよ！）
　図書館公式キャラクターの「きじむん」です。これまでも、図書館発行の掲示
物や SNS のアイコンに登場していましたが、この度正式に図書館公式キャラク
ターとなりました。図書館 Twitter でも紹介しているので、ぜひ見てください。
https://twitter.com/ryukyus_lib/status/1400359813339516932
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図書館ウェブサイトのリニューアルについて

　図書館のウェブサイトが以前と変わっていることにはお気づきですか？
　2021年 3月25日（木）に、図書館ウェブサイトをリニューアルしました。大きな変更点の一つと
して、スマートフォン対応の画面表示ができるようになったことが挙げられます。
　よくお問い合わせいただく図書館の開館時間はすぐに分かるよう上の方に表示させるなど、皆さ
んが使いやすい画面構成も心掛けました。

○図書館ウェブサイト
　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/

　図書館では皆さんの学修をサポートできるよう様々な取り組みを行っています。そのお知らせは
ウェブサイトに随時掲載しますので、図書館を使いこなして素敵なキャンパスライフを送りましょ
う！必要な情報が見つからない場合は、ウェブサイトのお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。

　また、メニューの構成も大きく変更しました。図書館の利用方法などは「利用ガイド」にまとめて
いますので、初めて図書館を使う方や利用方法が知りたい方はまずこちらを参考にしてください。「オ
ンラインサービス」では、自宅からでも利用できる電子ブックやデータベースの情報が載っています。

図書館に訪れる機会がなかなかないという方
は、オンラインで図書館を活用してみましょう。
「学修サポート」「沖縄関係資料」は、図書館の
特色です。大学院生へ勉強の相談をしたい方や、
沖縄関係資料の利用を考えている方は、ぜひこ
ちらのメニューを確認してください。
　ウェブサイトの下部には、利用目的に応じた
お薦めのデータベースを表示させ、よく利用さ
れるページなどはバナーを作成し、ワンクリッ
クで移動できるようにしています。

【パソコン版】 【スマートフォン版】
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自宅からも学修相談ができるようになりました

　図書館では、大学院生が TA（ティーチング・アシスタント（以下、TA））としてレポートの書き
方や大学での勉強法などをサポートする「ラーニング・サポートデスク」という相談窓口を開設し
ています。このラーニング・サポートデスクでは、文系、理系、
外国人留学生まで多種多様なメンバーが活動しています。
　これまでは対面型の相談のみを受け付けていましたが、2020
年度前期より、自宅からも学修相談ができるようオンラインでの
学修相談も受け付けを開始しました。実際にオンライン学修相談
を利用された方の中には、リピーターとなる方もいました。
　コロナ禍の中で対面での相談はまだ少し心配という方、図書館
に行かずに自宅から気軽に相談したいという方にお薦めです。も
ちろん、対面でのご相談も受け付けています。
　大学生活でお困りの際には、ぜひ、ラーニング・サポートデス
クをご活用ください。

○ラーニング・サポートデスク
　　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/support/learning/

Try reading English books in paperback or e-book 

　図書館では、英語の学修をサポートするため、本館 2 階「グローバル・コモンズ津梁」エリア
に「英語多読本」コーナーを設置し、入門レベルから上級レベルまで、多様な分野の英語多読本
を揃えています。2020 年度は、グローバル教育支援機構の協力もあり、「Cambridge Experience 
Readers」シリーズなど多くのタイトルを購入し、約 2,000 冊に増えました。よく利用され、劣化
が激しかったタイトルも、新しく購入していますので、どしどし学修にご活用ください。
　また、英語多読本は、紙の本だけではなく、電子ブックでも読
むことができます。電子ブックは、スマートフォンやパソコンか
ら気軽にアクセス可能です。学認と呼ばれるリモートアクセス機
能を使って、自宅からも利用できます。24 時間いつでもどこでも
読むことができるので、隙間時間を活用した英語学修に最適です。
電子ブックの使い方は、図書館ウェブサイトで案内していますの
で、利用してみてはいかがでしょうか。
　英語多読については、「琉大生のための情報リテラシーガイドブック 2021」で、国際地域創造学
部の豊島麗子先生がコツを詳しく解説されています。こちらも必見ですので、ぜひご一読ください。

○電子ブックの利用方法
　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/maruzen-ebook-library/

○「琉大生のための情報リテラシーガイドブック 2021」
　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/support/literacy/

○電子ブックで読める英語多読本の紹介
　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/ebook_tadoku/ 

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/maruzen-ebook-library/ これまで英語多読本は２冊
までの貸出でしたが、2021
年度からは合計貸出冊数内
であれば何冊でも貸出でき
るようになりました。

までの貸出でしたが、2021
年度からは合計貸出冊数内
であれば何冊でも貸出でき
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　本館 2 階のラーニング・コモンズにて、展示企画「先輩が薦めるあなたに読んでほしい本」を開
催しました。
　この展示では、ラーニング・サポートデスクで活動している TA に自分の研究テーマに関する本
や勉強の息抜きにぴったりな本など、学生にお薦めしたい本を選んでもらいました。展示した本は、
図書館公式 Twitter やブクログ等、各種 SNS でも紹介
しています。
　この「先輩が薦めるあなたに読んでほしい本」は、
展示する本を新たに入れ替え、2021 年 4 月からも引
き続き展示しています。
　学生にとって身近な大学院生による選書、大学生活
を送る上でのヒントとなるかもしれません。学生生活
のお供に、一冊いかがですか？

【展示企画】先輩が薦めるあなたに読んでほしい本

エルゼビア社の電子ジャーナルの利用方法が変わりました

　2021 年 4 月から、エルゼビア社発行の電子ジャーナルの利用方法が変わりました。
・ほとんどの電子ジャーナルを無制限に利用できるパッケージ契約から、利用率の高いジャーナル
のみ無制限に利用できる個別契約になりました。
・個別契約をしない電子ジャーナルについては、論文単位で利用できる権利（論文を一つダウン
ロードするごとに消費されるチケットのようなもの）を事前に大学で購入していますので、対象
となる論文にアクセスすると、この権利が自動的に利用されて、論文の PDF をダウンロードする
ことができます。この権利は、エルゼビア社の電子ブックにも適用できます。そのため、これま
でよりも幅広い論文を利用することが出来るようになりました。論文単位で利用できる権利の数
に限りがありますので、重複ダウンロード等を避け、適正な利用にご協力をお願いします。
　詳しい利用方法及び注意点については､「2021 年度からの ScienceDirect の使い方」をご参照く
ださい。

○ 2021 年度からの ScienceDirect の使い方（PDF ファイル）

　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/lib_uploadfile/e-Resource/sd_transaction_guide.pdf

　なお、利用方法の変更に伴い、文献管理ツールMendeley 機関版のサービスは終了しました。　
　Mendeley をご利用の方は 4 月以降自動的にMendeley 無料版に切り替わっています。
　切り替わりによるデータの自動削除等はありませんが、無料版の容量を超過していた場合、新規
のデータ登録や変更等が行えなくなりますのでご注意ください。

○機関版と無料版の違いは以下の URL をご確認ください。

　 https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/mendeley/mendeley-guide
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　本学の学生への学修支援の一環として、「大学院生 TA と図書館職員
から琉大生へ贈る ちょっと役に立つ（かもしれない）セミナー」と題
したオンラインセミナーを開催しました。これまで、図書館が企画す
る講習会等は対面・集合型で開催してきましたが、2020 年度は新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ウェブ会議ツールを活用
したオンライン方式を採用しました。
　当セミナーでは、ラーニング・サポートデスクで学修支援に携わる
TAと図書館職員が話し手となり、電子ブック・論文の検索方法や自宅
からの図書館活用方法、TAが本学で取り組んでいる研究に関するトピッ
クやコロナ禍における研究の進め方などを紹介しました。セミナー終
了後は、セミナー内で紹介された本の館内展示を行う他、動画を公開
し、当日参加できなかった学生の自学自修の機会を整備しました。
　参加者からは「説明が分かりやすかった」「苦手意識があるテーマ
だったが、概要的な話が聞けて良かった」「コロナ禍ならではの調査
方法のメリット・デメリットが聞けて参考になった」といった好意的な感想が多数寄せられました。
　今後も、学内の状況を考慮しながら、学修・研究のヒントとなるような企画を実施していきます。

自宅からも参加OK！ 大学院生TAと図書館職員によるオンラインセミナー

開 催 日 テーマ 担  当

12月9日（水）  琉大で利用できる新聞－紙から電子まで－ 図書館職員

12月9日（水） スマホから貸出延長・図書の購入リクエストができます！（My Library の使い方） 図書館職員

12月11日（金） 図書館に行かなくても本や雑誌は読める！ 電子ブック・電子ジャーナル講座 図書館職員

12月11日（金） 自宅からでも使える図書館：リモートアクセスの方法 図書館職員

12月16日（水） 図書館へようこそ！バーチャル図書館ツアー 図書館職員

12月16日（水） 文献検索の一手間を減らします ：ブラウザ拡張機能のすすめ 図書館職員

12月18日（金） 日本語論文の検索から入手まで－CiNii Articles 編－ 図書館職員

12月18日（金） 医学系英語論文の探し方 図書館職員

　1月 8日（金） FEM and Experimental Study of Plate Girders Shear Zone TA（工学系）

　1月15日（金） 身近な数学　～素因数分解と暗号～ TA（数学系）

1月18日　（月） 【琉球方言に興味のある人集合！】今すぐ始められる方言研究 TA（人文系）

　1月22日（金） パラドックスからみる思考の過ち TA（物理系）

1月25日（月） 数値解析シミュレーションの世界（流体を例として） TA（工学系）

1月26日（火） コロナ禍でのフィールドワークのいろは TA（人文系）
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　突然ですが、右の画像の文字は何と書かれているでしょうか？
　この文字は当館の「琉球・沖縄貴重資料デジタルアーカイブ」で公開
している『島津家花押印状』に書かれているもので、『御』という字に
なります。
　これは古文書などでよく使われている「くずし字」といって、勉強し
たことがない人には、何と書かれているのか一目見ただけでは分からな
いかと思います。しかし、くずし字で書かれた資料は数多く残っており、
過去に起きた出来事の記録など、現在の私たちにとって重要な資料も少
なくありません。
　古文書などに書かれている情報をより使いやすくするために、「みんなで翻刻」というプロジェクト
があります。「翻刻」とは、くずし字を読みやすい活字に置き換えることです。「みんなで翻刻」は、
大勢の人が協力して翻刻に取り組む市民参加型の翻刻プロジェクトで、様々な機関が保有する資料の
翻刻を行っています。
　2021 年 1 月 6 日、当館の「琉球・沖縄関係貴重資料デジタルアーカイブ」が「みんなで翻刻」との
連携を開始しました。当館デジタルアーカイブの特徴として、職員が翻刻したテキストを資料画像と
一緒に公開している点が挙げられますが、すべての資料の翻刻がなされているわけではありません。「み
んなで翻刻」との連携が実現したことで、インターネットを通じてどなたでも当館デジタルアーカイ
ブの資料の翻刻に取組めるようになりました。翻刻されたテキストは随時、当館デジタルアーカイブ
へ登録します。現在はハワイ大学所蔵の「阪巻・宝玲文庫」や当館所蔵の「仲原善忠文庫」を中心に、
約 150 点の資料画像が連携対象となっています。連携対象資料は今後増やしていく予定です。
　「みんなで翻刻」には、AI を使ったくずし字の認識機能や添削機能、学修用アプリも用意されていて、
くずし字を勉強したことがない方でも気軽に取り組めるような環境になっています。歴史やくずし字
に興味のある方、古文書の内容が自分の研究にも活用できるかもという方、この機会にぜひ取り組ん
でみてください。

　今回の連携で、資料の翻刻が進み当館
デジタルアーカイブを更に使いやすくな
ることはもちろんですが、多くの人が翻
刻を通じて当館の資料に接し、その資料
の背景にある歴史や文化を学ぶ機会にも
なればと考えています。
　今後も当館デジタルアーカイブはその
内容を充実させていくので、ぜひご活用
ください。

○琉球・沖縄関係資料デジタルアーカイブ　　　　　　　○みんなで翻刻
　https://shimuchi.lib.u-ryukyu.ac.jp/

くずし字の勉強始めてみませんか？：デジタルアーカイブと「みんなで翻刻」

https://honkoku.org/
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　2020年7月から作品を募集しておりました「第14回 琉球大学びぶりお文学賞」は10月30日
の締め切りまでに、小説部門 8編、詩部門に 22編の応募がありました。
　12月1日・2日両日に行われた選考の結果、下記のとおり決定しました。

　【小説部門】

受賞作（正賞）　　

『或いは』    凛藤海（琉球大学 人文社会学部人間社会学科 2 年）

佳　作 2 編 　　　　　

　『泥中の眠り』    葬ヤマメ（沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科 3 年 )

『この血漿を巡る物語と共に』     プラネット（沖縄国際大学 総合文化学部人間福祉学科 4 年 )

　【詩部門】

受賞作（正賞）　　

　『こんにゃく』    綾村湯葉（沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科 3 年）

佳　作 4 編　　　

　『人間裁判』     綱取汐音（琉球大学 法文学部人間科学科 4 年 )

　『死亡遊戯フタマル』    葬ヤマメ　（沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科3 年）　　　　　　

『一畳の平和に甘んじる』    プラネット（沖縄国際大学 総合文化学部人間福祉学科 4 年 )

　『目蓋』    今山燈治（琉球大学 農学部地域農業工学科 1 年 )

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、今回の授
賞式は開催を見合わせました。受賞作品をまとめた作品
集を発行し、本館にて無料配布しています。また、図書
館ウェブサイトでも全文を公開していますので、ぜひご
覧ください。

第14回 琉球大学びぶりお文学賞 選考結果

○バックナンバー一覧（びぶりお文学賞）
　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/about/biburio-award/page1193/
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びぶりお文学賞受賞者の言葉

【小説部門】

『或いは』   凛藤海
　最初に、拙作主人公は薬剤師の設定です。しかし設定を練ったのが遅すぎて、薬学につい
て簡単に調べる間もなく書いてしまいました。多分薬学や医療関係者から見たら医療ドラマ
以上に穴が多いと思います。大目に見てくださるとありがたいです。
　でも作品としてはそこそこ面白くなってくれたと思うので、良ければ読んで頂けると嬉し
いです。文系が薬剤師になって暴れ回る話です。
　最後に、今回初めて小説で賞をいただきました。規模としては細やかかもしれませんが、
今までのことが報われたと思えました。とてもありがたいです。
　お陰でほんの少し自信がついたので、また何か目指して書こうかなと画策しています。審
査員の皆様ありがとうございます。

【詩部門】

『こんにゃく』   綾村湯葉
　今回の詩を書くにあたり、特別な思いがあったわけでも、特別な出来事があったわけで
もないので書くことがほぼありませんが、一つ言いたいのは、一日のうちで口内の同じ場
所を二度噛むと一向に治らないということです。そのような痛みとともに書き上げました。
私は作者と作品を結びつけて考えることが嫌いなので、多くの嘘に少しの真実を混ぜるこ
とにしています。今回の真実は口内を噛んだことと年齢です。文学研究者が一生懸命研究
したあとに作者が「何も考えてないです」と言う構図が好きなのでやってみました。現代
詩や現代アートは意味深なものが多いので、たまにはこのような作品があっても良いので
はないでしょうか。
　昨年は佳作を頂き、今回が二回目の応募でした。まさか正賞を取れるとは思っていなかっ
たので、非常に嬉しい思いでいっぱいです。未だに詩というものが何なのかわかっていませ
んし、書き方もよくわかりませんが、このような賞を頂けたことを自信にしてこれからも表
現活動を続けていきたいです。この度は誠にありがとうございました。

■第15回の募集について　
「第 15 回びぶりお文学賞」の作品は 2021年10月29日まで
募集しています。学生の皆さまの挑戦をお待ちしています。
　応募要領など詳しくは図書館ウェブサイトをご確認くだ
さい。

　【作品募集】第15回琉球大学びぶりお文学賞
https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/news/4134/
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　2019 年10月31日の首里城正殿の焼失から 1年が過ぎました。
　図書館では、在りし日の首里城と再建への願いをこめて 2020 年10月30日（金）～11月30 日
（月）の期間において、本館 3階で首里城に関する関連図書やDVDを紹介する展示を実施しました。
加えて、本学による首里城再建への協力と、学術面からの貢献を目的として設置された「首里城再
興学術ネットワーク」の取り組みを紹介するコーナーも設置し、首里城をモチーフにした紅型や、
2020年10月10日（土）に開催された第 4回琉大未来共創フォーラム「首里城再興学術ネットワー
クシンポジウム 2020」の動画の紹介、「非破壊的な理化学分析による首里城瓦の製作技術の変遷の
解明」プロジェクトで分析に使用された首里城の破損瓦を展示しました。

首里城関連資料を館内展示しました

首図書館所蔵資料が利用された出版等
書名・展示会等 提供した資料 日付

令和2年度沖縄県立博物館・美術館　企画展「第11
代齋藤用之助の足跡から」

原忠順文庫HA020『原忠順宛
鍋島直彬書簡』他

会期：2020 年 5月 2日～ 6
月 21日

琉球放送「ウチナー紀聞 琉球の測量技術と技師たち」
伊波普猷文庫 IH018『中山伝
信録』他 放送日：2020 年 6月 28日

NHK「歴史秘話ヒストリア　あざやかなり首里城」
伊波普猷文庫 IH030『大島筆
記』 放送日：2020 年 8月 26日

『沖縄タイムス』8月31日付特集「首里城　時代の地図」
原忠順文庫HA161「明治期の
琉球の写真7葉」より⑦首里
城書院・鎖之間の写真

刊行日：2020 年 8月 31日

琉球放送「となりの賀数さん一家」
伊波普猷文庫 IH022『中山世
譜』、IH023『中山世鑑 全』 放送日：2020 年 9月 2日

浦添市市制施行50周年・尚寧没後400年記念「尚寧
王展－浦添より首里に照り上がった国王－」

伊波普猷文庫 IH010『喜安日
記』、 IH045『おもろさうし』

会期：2020 年 10 月 16日～
11月 15日

公開活用事業成果展「尚寧王と王妃・アオリヤエ」
伊波普猷文庫 IH045『おもろ
さうし十三、十四』

会期：2020 年 10 月 21日～
11月 9日

平凡社「首里城 / 別冊太陽スペシャル」
伊波普猷文庫 IH018『中山伝
信録』 刊行日：2020 年 12 月 16日

石井龍太著『ものがたる近世琉球 喫煙・園芸・豚飼育
の考古学』

伊波普猷文庫 IH018『中山伝
信録』 刊行日：2020 年 12 月

琉球放送「琉球サウダーヂ」
伊波普猷文庫 IH045『おもろ
さうし』 放送日：2020 年 11 月 28日

琉球放送「新春スペシャル となりの賀数さん一家」
伊波普猷文庫 IH057『京太郎
の歌』 放送日：2021 年 1月 1日

NHK「日本人のおなまえっ！」
伊波普猷文庫 IH014『遺老説
伝』 放送日：2021 年 2月 18日
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図書館日誌（2020年4月1日～2021年3月31日）

 月日  事  項

4月 1日 琉球 ･ 沖縄関係貴重資料デジタルアーカ
イブ 試験公開

4月1日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めサービス内容を変更して開館

4月8日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め館内サービス休止、教員への資料予約
貸出等代替サービスを実施

4月25日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め入構禁止措置により臨時休館、教員へ
の資料予約貸出等代替サービスを実施

5月21日
入構禁止解除によりサービス内容を変更し
て開館（館内サービス休止、教員・学生へ
の資料の予約貸出等代替サービスを実施）

5月28日 第 1回附属図書館学術情報基盤資料選定
委員会（書面会議）

6月1日

大学の活動制限指針の見直しにより、サー
ビス内容を変更（資料の確認のための予
約入館、教員・学生への資料の予約貸出
等代替サービスを実施）

6月10日 国立情報学研究所オープンフォーラムで
電子情報係長が登壇

6月26日 ラーニング・サポートデスクでオンライ
ン学修相談開始

6月29日
第 1回附属図書館運営委員会及び第１回
附属図書館自己点検・評価委員会（オン
ライン会議）

7月1日

大学の活動制限指針の見直しにより、サー
ビス内容を変更（事前予約による資料利
用のための入館、資料予約貸出等代替サー
ビスを実施）

7月20日 第 2回附属図書館学術情報基盤資料選定
委員会（オンライン会議）

7月29日
第 1回附属図書館研究開発室（貴重資料
の保存・公開に関する調査研究班）会議（オ
ンライン会議）

7月30日 第 1回附属図書館医学部分館運営委員会
（オンライン会議）

7月31日 第 14回琉球大学びぶりお文学賞募集開始

8月6日 琉球 ･ 沖縄関係貴重資料デジタルアーカ
イブ 正式公開

8月12日

大学の活動制限指針の見直しにより、サー
ビス内容を変更（資料の確認のための予
約入館、教員・学生への資料の予約貸出
等代替サービスを実施）

9月9日 図書館ウェブサイトの常時 SSL 化

 月日 事  項

10月1日

大学の活動制限指針の見直しにより、サー
ビス内容を変更（館内での資料の利用（閲
覧・貸出・複写）、および、閲覧席での資
料の閲覧など）

10月 30日 第14回 琉球大学びぶりお文学賞募集
締切

11月17日 第 2回附属図書館運営委員会（オンライ
ン会議）

11月 27日 第 3回附属図書館学術情報基盤資料選定
委員会（書面会議）

12月1日 第 14回琉球大学びぶりお文学賞選考会
（詩部門）（オンライン会議）

12月 2日 第 14回琉球大学びぶりお文学賞選考会
（小説部門）（オンライン会議）

12月 7日 第 14回琉球大学びぶりお文学賞選考結
果公表

12月 9日

大学院生 TAと図書館職員から琉大生へ
贈るちょっと役に立つ（かもしれない）
セミナー（以下、TAと図書館職員による
オンラインセミナー）「琉大で利用できる
新聞－紙から電子まで－」

12月 9日
TA と図書館職員によるオンラインセミ
ナー「スマホから貸出延長・図書の購入
リクエストができます！」

12月11日

TA と図書館職員によるオンラインセミ
ナー「図書館に行かなくても本や雑誌は
読める！ 電子ブック・電子ジャーナル講
座」

12月11日
TA と図書館職員によるオンラインセミ
ナー「自宅からでも使える図書館：リモー
トアクセスの方法」

12月16日
TA と図書館職員によるオンラインセミ
ナー「図書館へようこそ！バーチャル図
書館ツアー」

12月16日
TA と図書館職員によるオンラインセミ
ナー「文献検索の一手間を減らします ：
ブラウザ拡張機能のすすめ」

12月18日
TA と図書館職員によるオンラインセミ
ナー「日本語論文の検索から入手まで－
CiNii Articles 編－」

12月18日 TAと図書館職員によるオンラインセミ
ナー「医学系英語論文の探し方」
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図書館日誌（2020年4月1日～2021年3月31日）

 月日 事  項

1月 6日 琉球 ･沖縄関係貴重資料デジタルアーカイ
ブとみんなで翻刻のデータ連携開始

1月9日
琉球沖縄歴史学会　2020年度 1月例会「琉
球沖縄歴史とデジタルアーカイブ－課題と
展望－」に保存公開係職員が登壇

1月8日
TAと図書館職員によるオンラインセミナー
「FEM and Experimental Study of Plate 
Girders Shear Zone」

1月13日

国文学研究資料館と「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（略
称：歴史的典籍NW事業）におけるデータ
ベース構築に関する覚書」を締結　

1月15日 TAと図書館職員によるオンラインセミナー
「身近な数学　～素因数分解と暗号～」

1月18日
TAと図書館職員によるオンラインセミナー
「【琉球方言に興味のある人集合！】今すぐ
始められる方言研究」

1月22日 TAと図書館職員によるオンラインセミナー
「パラドックスからみる思考の過ち」

月日 事  項

1月 25日
TAと図書館職員によるオンラインセミナー
「数値解析シミュレーションの世界（流体を
例として）」

1月26日 TAと図書館職員によるオンラインセミナー
「コロナ禍でのフィールドワークのいろは」

2月4日 第 1回琉球大学学術リポジトリ運営委員会
（書面会議）

2月15日 みんなで翻刻サミットで情報リテラシー係
職員が登壇

3月7日

令和2年度国立歴史民俗博物館共同研究「総
合資料学の創成と日本歴史文化に関する研
究資源の共同利用基盤構築」2020 年度全
体集会におけるディスカッションパネリス
トとして保存公開係職員が登壇

3月25日 図書館ウェブサイトリニューアル

3月29日 第 3回附属図書館運営委員会（書面会議）

3月29日 第 2回附属図書館医学部分館運営委員会
（書面会議）

コロナ禍の図書館サービス

　2020 年度は日常生活が新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受けた 1 年でした。4

月 16 日に緊急事態宣言が全国に拡大され、本学においても約 1 か月間入構禁止措置が取ら

れるなど教育・研究活動が大きく制限されました。

　こうした状況のなか、図書館では、本学の活動制限指針等に基づき感染拡大防止措置を講

じつつ、代替手段がなく休止により本学の「研究」「教育」に大きな影響を及ぼす、図書館

資料の提供機能維持を最優先にサービスを提供してきました。感染拡大防止措置のため図書

館入館サービスを休止した際も、「予約貸出」や「郵送貸出」など、新たに代替サービスを

実施して、教職員・学生の図書館資料利用に不利益が生じないよう対応を行いました。

　また、電子ブックで読めるシラバス掲載図書や電子ジャーナル等の電子リソースの案内を

図書館ウェブサイトに掲載し、自宅からも利用できる電子リソースの利用を積極的に支援し

ました。

　例年は対面で実施しているラーニング・サポートデスクや TA と図書館職員によるセミナー

をオンラインで開催するなど、新型コロナウイルス感染症により学修環境に大きな変化が生

じた学生に対して継続して支援を行いました。

　入館サービスの再開後も図書館でのグループ学修を制限するなど、感染拡大防止のため利

用者のみなさまにはご不便をおかけしていますが、引き続きご協力をお願いいたします。

171琉球大学附属図書館報12



図書館データ集（2020年度） 

本館
医学部分館

収容可能冊数
（万冊）

座席数
（席）

総面積（㎡）

※特に記載のない限り、2021 年 3 月現在のデータです。

9,950
1,403

612,368 
253,575 
865,943 
58,310 
46,826 
105,136 
670,678 
300,401 
971,079 

5,780 
528 
6,308 
903 
43 
946 
6,683 
571 
7,254

2,830 
3,657 

6,487 

5 
33,138 
33,143

29,725 
20,886 

174,113 

224,724

12,108 
5,910 
18,018 
2,273 
1,503 
3,776 
14,381 
7,413 
21,794 

103
14

846
182

1,182 
181 
1,363 
219 
12 
231 
1,401 
193 
1,594

■施設について

■図書蔵書数（冊）

■年間図書受入冊数（冊）

■年間電子資料購読数

■雑誌所蔵タイトル数（種）

■年間雑誌受入タイトル数（種） 

■年間資料購入費（千円） 
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【奥付】

図書館組織図

■年間開館日数（日）

■年間入館者数（延べ人数）

■ILL（図書館間相互貸借）年間利用数 

■年間レファレンス件数（件） 

■ラーニング・サポートデスク相談受付件数（件）

■琉球大学学術リポジトリ総登録件数（件） 

■図書館職員・TAによる講義等開催状況 

■アクティブ・ラーニングエリア予約利用件数  

■奉仕対象者数（人）　　　

■年間貸出冊数（点）
2020年5月1日現在

283 
428 
1,164 
428 
6 
4 

461 
571

219
219

38,522
13,559

507
218

16

11,249

79
1,968

8,553
3,237

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、アクティブ・ラーニングエリアの予約受付
を停止していました。

サービス企画係

43,771
5,681
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