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図書館からの
お知らせは
要チェックだよ☆ 

  1…巻頭言
   2…琉球大学で読めるものをまとめて検索
　　   「ありんくりんサーチ」を導入しました！

  3…どちらの館でも貸出・返却ができるようになりました

 4…複写料金等の支払いにキャッシュレス決済が利用可
　　  能になりました

 4…Wiley社の電子ジャーナルの提供範囲を拡大しました
 5…琉球大学学術リポジトリをリニューアルしました
 6…ラーニング・サポートデスクとオンラインセミナー
　　で勉強のヒントを得よう！

　7…SDGs 関連企画展を開催

　7…【企画展】琉球大学と附属図書館 70 年の歩み
　8…第 15回琉球大学びぶりお文学賞選考結果
　9…びぶりお文学賞受賞者の言葉

10…令和 3年度琉球大学附属図書館・博物館（風樹館）
        合同企画展を開催

10…沖縄タイムス連携企画「図書館イチオシ！今年の自
       由研究はこれで決まり！」の関連動画を公開しました
11…図書館所蔵資料が利用された出版等
12…図書館日誌
13…図書館データ集（2021年度） 
14…図書館組織図

　皆さんにとって図書館はどんな場所ですか。
　レポートの参考書を借りる場所？テキストやパソコンを広げて作業ができる場所？グループワー
クのためにクラスメートと会う場所？
　実は私もこの琉大図書館で大学時代を過ごしました。入学したときは、高校の図書室とは比べ
ものにならない蔵書の数に圧倒されつつ、難解な本を読めるようになった未来の自分を想像しま
した。専門課程では、冊子体のデータベースからの情報を頼りに、資料を求めて書庫を「探検」
しました。書庫独特の匂い、あのワクワク感、そして、お目当ての文献を探し当てた時の達成感
は今でも忘れられません。
　今の琉大図書館では、冊子体のデータベースは鳴りをひそめ、文献も一瞬でダウンロードでき
ます。おしゃべりしても怒られないラーニング・コモンズという空間があり、サポートデスクに
は、レポートの書き方を教えてくれる親切な先輩もいます。
　図書館の機能は時と共に変化しました。でも、煉瓦色の重厚なこの建物は、いつの時代も変わ
らぬ佇

たたず

まいで、知的好奇心にあふれる皆さんの訪れを待っ
ています。
　まずは図書館に来てください。あるいは図書館のホー
ムページを「探索」してみてください。その先にある様々
な出会いは、皆さんの視野や思考を広げ、不透明な未来
を生き抜く知力をつける手助けをしてくれるでしょう。
　　　　　　　　　　 （喜納 育江：琉球大学附属図書館長）
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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。

巻　　頭　　言
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　2022 年 4 月から、琉球大学で読める図書や論文、新聞記事、電子ジャーナル・電子ブックなど
をまとめて検索することができる「ありんくりんサーチ」を導入しました。
  「ありんくりん」とは沖縄の方言で、「あれもこれも」という意味です。これまでは、図書館の資
料や電子ジャーナルを探すには、それぞれ検索するデータベースを使い分ける必要がありました
が、「ありんくりんサーチ」では、そういったコンテンツを “ あれもこれも ” 横断的にまとめて検索
することができます。
　図書館ウェブサイトのトップページにある検索窓にキーワードを入力すると、「ありんくりんサー
チ」で検索することができます。

　利用者の皆さまにとって使いやすいサービスが提供できるよう、今後も「ありんくりんサーチ」
の内容充実に取り組んでいきます。

   「ありんくりんサーチ」の特徴として、その検索のスピードがあります。複数のデータベースを検
索していきますが、検索でヒットしたものからどんどん結果を表示していきますので、検索結果を
待つ時間は体感的にほとんどありません。
　検索結果のタイトルをクリックすると、データベース名などが書かれたボタンが表示されますの
で、ボタンをクリックするとそれぞれのデータベースに移動して詳細を確認することができる仕組
みです。また、検索結果の左部分から、「紙の本や雑誌」や「電子コンテンツ」に検索結果を絞り
込むことができます。

琉球大学で読めるものをまとめて検索「ありんくりんサーチ」を導入しました！
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どちらの館でも貸出・返却ができるようになりました

　2022 年 4 月から本館と医学部分館に所蔵している図書を、どちらでもご希望の図書館で貸出・
返却ができるようになりました。
　他館所蔵図書の貸出について、これまではMy Library の他機関から資料を取り寄せる機能を用
い、貸出処理を行った館へ返却する必要がありましたが、今後は蔵書検索システムの資料詳細画面
から依頼でき、利用後は最寄りの図書館で返却が可能です。また、取り寄せた図書の返却期限の延
長について、オンライン上（My Library）または任意の図書館での手続きが可能です。

【取り寄せの流れ】
①取り寄せ予約したい図書を蔵書検索サイト（OPAC）で表示
②「予約・配送予約」ボタンをクリック（表示されていない資料は配送不可）
③My Library にログインし、申し込みを行ってください。
　配送予約した図書が利用可能になりましたら、受け取りを希望する館のカウンターで取り置き
されます。登録しているメールアドレスに予約取り置きの連絡が送信されますので、1 週間以内
に受け取り希望館のカウンターへおこしください。メール送信から 1 週間を過ぎると、取り置き
が解除されますのでご注意ください。
※貸出した図書の返却期限の延長や返却はどちらの図書館でも可能です。

【注意事項】
・雑誌・参考資料等は配送サービスの対象外です。
・受け取りを希望する館に貸出可能な同一図書がある場合は取り寄せできません。

①OPACの詳細画面

　予約・配送予約ボタンを

　クリック

③予約申込画面 1

　受取館を選択し、確認

　ボタンをクリック

④予約申込画面 2 

　予約を行なうボタンを ク

　リックし配送予約完了

②My Library へログイン 

　左側の予約ボタンから

　ログイン
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複写料金等の支払いにキャッシュレス決済が利用可能になりました

　図書館では、本館および医学部分館の両方において、2021 年 11 月からカウンターでのお支払
いにキャッシュレス決済を導入しました。他機関から資料を取り寄せた際の料金支払いについて、
これまで楽天 Edy のみが利用可能でしたが、今回交通系 IC カードなど複数の電子マネーが利用で
きるようになったほか、新たにクレジットカード、QR コード決済でのお支払いが可能になります。
　今後は、原則キャッシュレス決済でのお支払いをお
願いいたします。お支払いの際には、どの決済方法を
利用するかカウンター職員にお伝えください。キャッ
シュレス決済利用の場合、夜間や土日祝日を含め開館
時間中、いつでも利用でき、他機関から取り寄せた資
料の受け取りが可能です。
　また、現金の受け渡しによる利用者と職員との接触
機会が減少することで、新型コロナウイルス感染症拡
大防止としての効果も期待できます。

利用可能なキャッシュレス決済

・クレジットカード
　VISA、MasterCard、銀聯

・電子マネー
　iD、楽天 Edy、WAON、nanaco、交通系 IC カード（「OKICA」はご利用いただけません）

・QR コード決済
　楽天ペイ、PayPay、d 払い、au PAY、メルペイ、銀行 Pay（ゆうちょ Pay、OKI Pay など）、
　Alipay、WeChatPay

Wiley 社の電子ジャーナルの提供範囲を拡大しました

　琉球大学では、さまざまな電子ジャーナルや電子ブックなどを提供しています。2022 年からは
多数の学術雑誌を発行する国際的な学術出版社Wiley 社の電子ジャーナルへのアクセス環境を大幅
に拡大しました。Wiley 社の提供するほとんどの電子ジャーナルについて、創刊号から最新号まで
アクセス出来るようになっています。ただし、創刊号から 1996 年までに発行された論文へのアク
セスは 2023 年 1 月までの期間限定となっておりますので、この機会にぜひご覧ください。
　また、琉球大学で提供している電子ジャーナルは以下のサイトからも確認できます。電子ジャー
ナル利用時に注意していただきたいことなどもお知らせしていますので、ぜひご活用ください。

電子リソースポータル
http://sg3jk3se8d.search.serialssolutions.com/

Wiley 社のジャーナルは、こちらのロゴが目印です！

172琉球大学附属図書館報4



　2022 年 2 月に、琉球大学学術リポジトリは我が国のリポジトリ標準システムである JAIRO 
Cloud へ移行しました。
　「リポジトリ」とは「貯蔵庫」「倉庫」を意味することばで、琉球大学学術リポジトリには学術雑
誌論文や紀要論文、学位論文など、本学で生み出されたさまざまな教育研究成果が蓄積され、オン
ラインでいつでも誰でも無償でアクセスすることが可能です。
　著者にとっては、リポジトリに登録することで、Google 等の検索エンジンからヒットしやすくな
り、より多くの人々の目に学術研究成果等が触れる可能性が高まります。
　今後は、学術論文などの識別子として世界的に用いられているデジタルオブジェクト識別子
（DOI）をリポジトリに新たに登録する本学刊行紀要論文や博士論文へ付与し、研究成果の可視性・
アクセス性を高め、さらにオープンアクセスを推進していきます。

琉球大学学術リポジトリ　https://u-ryukyu.repo.nii.ac.jp/

琉球大学学術リポジトリをリニューアルしました
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　本館 2 階ラーニング・コモンズでは、ラーニング・サポートデスクを開設しています。ここでは、
琉球大学の大学院生 TA（ティーチング・アシスタント、以下 TA）が、レポートの書き方や大学で
の勉強のコツ等を学部生へアドバイスする学修支援を行っています。
　その一環として、TA が話し手となるオンラインセミナーも開催しています。2021 年度は TA に
よるセミナーを「先輩に聴く！」と題してシリーズ化し、よりよい学生生活を送るヒントとして、
スケジュールの立て方や情報収集の方法、それぞれの専門分野の勉強方法、資格取得のための情報
等を紹介しました。このセミナーは、1 年次を対象とするライブラリー・ワークショップ（※ 1）
内でも行いました。
　また、図書館職員が話し手となるセミナーも開催し、琉球大学で提供しているデータベースや、
デジタルアーカイブを使った論文等のコンテンツの探し方を紹介しました。
　セミナーは2020年度に引き続き、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。
2021 年度は新たに、ラーニング・コモンズでセミナーの様子を上映し、図書館利用者も気軽に視
聴できる環境を整えました。一部のセミナーは、学内構成員限定で動画を公開しています。
　さらに、これまでセミナー中の質疑応答はウェブ会議ツールのチャット機能を用いて行っていま
したが、試行として匿名で質問できるツールの活用も始めました。同ツールを使用した 2021 年 11
月のWeb of Science オンラインセミナーは、県外にいる外部講師との二元中継にもかかわらず、
講師・図書館職員と参加者の間でスムーズに質問を共有でき、その利便性を実感しました。
　2021 年度のセミナーには、延べ 256 人が参加し、参加者からは「初めての大学生活にあたって
ためになる話が多かった」「大変面白く、時間が 30 分しか無いことが残念なほどです」「これから
の活動で活用できるような情報を新しく得ることができた」といった好意的な感想が多く寄せられ
ました。
　2022 年度は、新たな相談ツールとして、LINE を導入する予定です。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。

＊オンラインセミナーの一覧は、図書館日誌（p.12）もしくは下記URLから確認できます。
　https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/ta_onlineseminar/

（※ 1）ライブラリー・ワークショップとは、図書館職員が資料の検索方法等を紹介するプログラム
　　　　です。

ラーニング・サポートデスクとオンラインセミナーで勉強のヒントを得よう！

本館 2階ラーニング・コモンズでの上映 大学院生TAによるセミナーの様子
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　琉球大学は 2020 年に開学 70 周年を迎えました。図書館では、開学 70 周年を記念して、企画展「琉
球大学と附属図書館 70 年の歩み」を、2021 年 11 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日にかけて開催しました。
　本学は、その設立から現在に至るまで、戦後の教育復興を目指す住民や海外の沖縄系移民、ミシガ
ン州立大学など多様な人々との関わりがあり、その歴史は他の国立大学では類を見ません。
　企画展では写真資料を豊富に用いて、本学と図書館の歴史を視覚的にたどれるように展示するとと
もに、関連する図書館資料の紹介を行いました。使用した写真資料については、本学が保有するもの
だけではなく、沖縄県公文書館や那覇市歴史博物館といった県内の教育関係機関が保有する資料から
も幅広く選択しています。
　また本企画展は、本学が「開学 70 周年記念事業」の一環として行った「開学 70 周年事業地域連携
企画展」の中の一つとして、インターネット上でも展示資料が閲覧できるよう、図書館ウェブサイト
上でオンライン展示も実施しました。

　琉球大学では、SDGs 推進室を中心として、SDGs に関連する様々な研究・教育活動を行っています。
附属図書館においてもその活動の一環として、SDGs に関連した企画展を開催しています。
　2021年は、性の多様性の理解を促進する「プライド月間」である 6 月に、SDGs の目標の一つであ
る「ジェンダー平等を実現しよう」を取り上げた企画展を開催し、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及
び西表島」が世界自然遺産に登録された 7 月には「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさを守ろう」を、
11 月には「すべての人々に健康と福祉を」を取り上げた企画展をそれぞれ開催しました。企画展では、
SDGs やその目標に関連した資料を展示するとともに、関連する本学の研究や取組みを紹介し、あわせ
て図書館ウェブサイト上でオンライン展示も行いました。

SDGs 関連企画展を開催

【企画展】琉球大学と附属図書館 70年の歩み

企画展示「奄美・沖縄の世界自然遺産登録とSDGs」

企画展の様子 展示した写真資料「開学記念式典 1951年 / 琉球大学所蔵」

企画展示「感染症を知る」
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第15 回 琉球大学びぶりお文学賞 選考結果

　2021年6月から作品を募集しておりました「第15回 琉球大学びぶりお文学賞」は10月29 日
の締め切りまでに、小説部門 9編、詩部門に 29編の応募がありました。
　12月 2日・3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）

　『かわく肌』　葬ヤマメ（沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科 4 年）

佳作 2 編

　『邂逅 ｓｉｎｃｅ１９７２．』　二藤（沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科 2年）

　『電照菊と「闇」』　羽影憂（琉球大学 人文社会学部琉球アジア文化学科 2 年）

　【詩部門】

受賞作（正賞）

　『胎児の唄』　前川真美（琉球大学 国際地域創造学部国際地域創造学科 4 年）

佳作 4 編　
　　『獣』　葬ヤマメ（沖縄国際大学 総合文化学部日本文化学科 4 年）

　『カルテ』　綱取汐音（琉球大学大学院 人文社会科学研究科 1 年）

　『盲目の巨人』　天海薫（琉球大学 理学部海洋自然科学科 2 年）

　『友達と僕』　宮里うつ（琉球大学 人文社会学部人間社会学科 3 年）

受賞作品をまとめた作品集を発行いたしました。
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。

○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/page-1193/

表彰式
　新型コロナウィルス感染症拡大の状況に鑑み、2022 年 3月 10 日にオンライン形式で表彰式
を開催しました。表彰式では牛窪潔理事が挨拶し、コロナ禍においてもひたむきに創作に取り
組んだ受賞者を称えました。また、選考委員からは入選作品に対する講評が述べられ、受賞者
が選考委員のことばにしっかりと耳を傾ける様子がうかがえました。最後に受賞者から執筆の
経緯や作品への想いなどが語られ、充実したオンライン表彰式となりました。
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びぶりお文学賞受賞者の言葉

【小説部門】

『かわく肌』　葬ヤマメ
　この度は、正賞という輝かしい賞を受賞させて頂き、誠にありがとうございます。今回、
女性同士の同性愛という難しいテーマで書かせて頂きました。夫婦間において子供を持つこ
とへのプレッシャーや、同性間での恋愛における「異性愛」コンプレックスを、僅かでも書
き出すことができていれば幸いです。今後も様々な物事に触れ、新たな作品を執筆していく
努力を怠らぬよう、これを励みに精進していきたいです。改めまして審査員、ならびにこの
作品を書くにあたって支えてくださった皆様へ、この場をお借りして感謝を申し上げます。
誠にありがとうございました。

【詩部門】
『胎児の唄』　前川真美　
　私たちは生まれ落ちた後、もう二度と羊水の中に戻ることはできません。今日になって
しまえばもう、昨日を生きることはできません。明日を生きていくしかない中で感じる、
喉元に詰まるような生きづらさを詩にしました。ただただ、漠然とした生きづらさ。思い
浮かぶまま、言葉を重ねました。そうして生まれたのが ｢胎児の唄｣ です。実はこの文章
を書いているこの瞬間も、いまだに受賞した実感がありません。夢の中にいるようです。
中学生の頃から思うままに詩作をしてきて、初めて拙作を評価される場に送り出した時の
緊張と受賞のメールを読んだ瞬間の喜びは、一生忘れられないものとなりました。詩作を
続けてきて良かったと心から思います。今回、今まで怖くてできなかった自分で生み出し
たものを人目に触れさせるという行動をして、大きな 1 歩を踏み出すことができました。
この受賞を糧に、これからも詩作を続けるとともに、他の創作活動にも挑戦していこうと
思います。この度はこのような賞をいただき、審査員の方々、びぶりお文学賞関係者の皆
さま、誠にありがとうございました。

　■第16回の募集について
　「第16回琉球大学びぶりお文学賞」の作品は2022年10月31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16回 琉球大学びぶりお文学賞
https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/info/8527/
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　図書館及び博物館（風樹館）は、資料の公開や地域貢献の一環として、企画展「琉球大学
資料にみる宜野湾～病と祈り～」を宜野湾市立博物館にて 2021 年 10 月 23 日～ 11 月 21
日にかけて開催しました。
　図書館所蔵資料の中からは、『疱瘡歌』や『衛生協議会之義開申』など沖縄での感染症流
行に関する古文書や、開催地である宜野湾市の豊かな水資源や人々の健康長寿を祈願する文
化に係わる資料などを展示しました。また、今回から図書館 YouTube チャンネルにて展示
解説動画と講演会の様子を配信し、オンラインと直接の来場者数を合わせると期間中 1,580
名の方が展示を見学しました。来場者からは時宜を得た企画内容や取り組みに対する好意的
な感想が寄せられました。
　また、この企画展で展示した資料の一部は、学内の皆様に観ていただくため、2022 年 1 月
4日～ 2022 年 3 月 31日まで本館 2階ラーニング・コモンズにてリバイバル展示を行いました。

　図書館 YouTube チャンネルの「きじむん TV」では、「誰でも気軽に使えて、学べる沖縄の
貴重資料を！」を合言葉に図書館が所蔵する貴重資料や企画展に関する情報発信を行っていま
す。記念すべき初企画には、図書館のコンテンツを使った自由研究を地域の皆さまへ提案すべ
く、沖縄の歴史や文化を学び深めるための特設ページを図書館ウェブサイト上に作成し、次の
3 テーマについて動画等で紹介しました。
①「図書館オリジナル「聖人上」をやってみよう！」では、300年前の琉球すごろく「聖人上（しー
　じんあがり）」をアレンジして図書館オリジナルバージョンを作成し、職員が実際にやって
　みました。
②「戦前の沖縄を探しに行こう！」では、ブール文庫に所蔵している戦前の写真（ガラス乾板写真）
　や、沖縄県内のデジタルアーカイブを使ってその場所を探しに行くという動画を作成しました。
③「首里城の中の琉球大学と琉球大学の中の首里城」では、首里城と琉球大学のつながりを偲
　ばせる場所や石碑を紹介しています。
　また、この内容は沖縄タイムスこども新聞「ワラビー」7 月 25日（日）の「夏休み自由研究
　にチャレンジ」特集で紹介されました。

図書館 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCaO7QlBLwiOSRIOgQhK2x3A

会場の様子 講演会の様子

令和3年度琉球大学附属図書館・博物館（風樹館）合同企画展を開催

沖縄タイムス連携企画「図書館イチオシ！ 今年の自由研究は
これで決まり！」の関連動画を公開しました
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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

中城村教育委員会（2020）『中城村
の文化財　てくてく中城まーい』、 中
城村教育委員会

伊波普猷文庫 IH045『おもろさうし』
一・二・三　仲吉本、伊波普猷文庫
IH014『遺老説伝』巻1

刊行日：2020年 9月

黃胤毓監督 (2021)ドキュメンタリー
映画「緑の牢獄」

Bull 文庫ガラス乾板写真 Slide No.48
「Entrance to Coal Mine（ 炭 鉱 の入
口）」、坂元商店発行 絵葉書 「琉球風
景 八重山西表炭鉱」、 「八重山西表島
桟橋」

公開日：2021年 4月

毎日新聞 2021年 4月1日夕刊　「お
ばあが見た西表『緑の牢獄』」

Bull 文庫ガラス乾板写真 Slide No.48
「Entrance to Coal Mine（炭鉱の入口）」

刊行日：2021年 4月1日

表紙『図書館雑誌』115 巻 7号通号
1172号 , 日本文庫協會

『江戸大節用海内蔵　乾』 刊行日：2021年 7月20日

小野林太郎 (2021)「水中文化遺産と
『海底遺跡ミュージアム』」『季刊民族
学』45巻 4号 178号、 千里文化財団

伊波普猷文庫 IH018『中山伝信録
[一 ]』

刊行日：2021年10月31日

前田勇樹ほか（2021）『つながる沖
縄近現代史：沖縄のいまを考えるた
めの十五章と二十のコラム』、 ボーダ
ーインク

原忠順文庫HA161『明治期の沖縄の
写 真 7 葉 』、『Neu-Japan : Reisebilder 
aus Formosa den　Ryukyuinseln 
・ Bonininseln ・ Korea und dem 
südmandschurischen Pachtgebiet』
よりハジチの図、他 Bull 文庫ガラス
乾板写真2点

刊行日：2021年11月30日

YouTube チャンネル（choose 大学「沖
縄を知る　沖縄近代史・琉球王国か
ら沖縄県へ (第 1回 )」）で配信

Bull 文庫ガラス乾板写真「Entrance 
gate, Shuri when Perry arrived（ペリ
ー来航時の首里入口の門）」、『[ 琉球
人行列図錦絵 ]』

配信日：2021年12月4日

YouTube チャンネル（choose 大学「沖
縄を知る　沖縄近代史・琉球王国か
ら沖縄県へ (第 2回 )」）で配信

原忠順文庫HA161『明治期の琉球の
写真 7葉』

配信日：2021年12月11日

YouTube チャンネル（choose 大学「沖
縄を知る　沖縄近代史・琉球王国か
ら沖縄県へ (第 3回 )」）で配信

Bull 文庫ガラス乾板写真 Slide No.17
「Sugar Mill in Loo Chooan Village( 琉
球の村の製糖場 )」

配信日：2021年12月18日

琉球放送「となりの賀数さん一家～
今年は復帰50年～」

伊波普猷文庫 IH023『中山世鑑 全』 放送日：2022年 1月 2日

那覇市歴史博物館　那覇市市制施行
100周年 那覇市・川崎市友好都市締
結25周年企画展「首里・那覇を詠ん
だ詩人・歌人たち」

『[琉球人行列図錦絵]』 会期：2022年1月7日～
3月7日
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図書館日誌（2020年4月1日～2021年3月31日）図書館日誌（2020年4月1日～2021年3月31日）図書館日誌（2021年4月1日～2022年3月31日）

月  日 事  項

4月 27日
セミナー「先輩に聴く！琉大で生きていくた
めのヒント」（オンライン、講師：大学院生
TA、4月 28日・5月 21日にも開催）

5月18日 第１回附属図書館自己点検・評価委員会
（オンライン会議）

5月25日
セミナー「先輩に聴く！理系学生のための中
間テスト・期末テスト対策」（オンライン、講師：
大学院生 TA）

6月1日 第15回琉球大学びぶりお文学賞募集開始

6月24日
企画展「うない文庫から SDGs を考える -多様
な性ってどういうこと？」を開催（7月23日
まで）

6月24日 セミナー「先輩に聴く！学芸員資格取得のす
すめ」（オンライン、講師：大学院生 TA）

6月 29日 第1回附属図書館運営委員会（オンライン会議）

7月15日 第1回附属図書館医学部分館運営委員会
（書面会議）

7月15日 セミナー「先輩に聴く！就職活動へのアドバ
イス」（オンライン、講師：大学院生 TA）

7月16日
沖縄タイムス コラボレーション企画「デジタ
ルで知る琉球・沖縄の歴史・文化」開催
（オンライン）

7月19日 セミナー「自宅からでも使える図書館」
（オンライン、講師：図書館職員）

7月19日 セミナー「論文の探し方 -CiNii Articles 編」
（オンライン、講師：図書館職員）

7月26日 企画展「奄美・沖縄の世界自然遺産登録と
SDGs」を開催（8月31日まで）

7月27日 第1 回附属図書館沖縄関係資料専門委員会
（書面会議）

7月27日 セミナー「先輩に聴く！夏休みの院試対策」（オ
ンライン、講師：大学院生 TA）

7月 28日 セミナー「デジタルアーカイブの使い方 基礎
編」（オンライン、講師：図書館職員）

7月29日
セミナー「医学系日本語論文を探してみよう
－医中誌Web－」（オンライン、講師：図書
館職員）

7月30日 セミナー「医学系英語論文を探してみよう－
PubMed－」（オンライン、講師：図書館職員）

10月 6日
セミナー「先輩に聴く！言語学の世界」（オン
ライン、講師：大学院生 TA、11月10日・12
月 8日にも開催）

10月 7日 第1 回琉球大学学術リポジトリ運営委員会
（書面会議）

10月23日

令和 3年度 琉球大学附属図書館・琉球大学博
物館（風樹館）企画展「琉球大学資料にみる
宜野湾～病と祈り～」開催（場所：宜野湾市
立博物館およびオンライン、11月 21日まで）

10月25日 企画展「感染症を知る」を開催（11月30日まで）

10月27日 セミナー「琉大で読める新聞を探そう！－紙も電子も－」（オンライン、講師：図書館職員）

10月28日
セミナー「電子ブックで読もう！－Maruzen 
eBook Library －」（オンライン、講師：図書
館職員）

10月29日 第15回琉球大学びぶりお文学賞募集締切

月  日 事  項

11月 1日 企画展「琉球大学と附属図書館 70年の歩み」
を開催（2022年 3月 31日まで）

11月1日

地域連携企画展に学外企画展「琉球大学資料
にみる宜野湾～病と祈り～」および「デジタ
ルで知る琉球・沖縄の歴史・文化」、「琉球大
学と附属図書館 70年の歩み」が参加（オンラ
イン、2022年 3月 31日まで）

11月 22日 琉球大学学術リポジトリのシステム移行開始

11月 24日
セミナー「Web of Science －検索から入手ま
で－」（オンライン、講師：データベース提供
元担当者）

11月29日 セミナー「先輩に聴く！日本語学習のヒントとコツ」（オンライン、講師：大学院生 TA）

11月 29日 セミナー「先輩に聴く！実験ノートの書き方」（オンライン、講師：大学院生 TA）

12月 2日 第15回琉球大学びぶりお文学賞選考委員会
（小説部門）（オンライン会議）

12月 3日 第15回琉球大学びぶりお文学賞選考委員会
（詩部門）（オンライン会議）

12月 8日 第15回琉球大学びぶりお文学賞選考結果公表

12月18日
沖縄県教育庁文化財課主催公開記念ミニシン
ポジウム「デジタルアーカイブが拓く琉球王
国交流史の世界」に保存公開係職員が登壇

12月22日 セミナー「看護系の文献の探し方 -最新看護索引Web-」（オンライン、講師：図書館職員）

12月23日 セミナー「デジタルアーカイブの使い方 -応用編 -」（オンライン、講師：図書館職員）

1月4日

令和 3年度 琉球大学附属図書館学外企画展
「琉球大学資料にみる宜野湾～病と祈り～」リ
バイバル展開催（場所：本館２Fラーニング・
コモンズ、3月31日まで）

1月10日 企画展「SDGsフォトコンテスト写真展」を開
催（1月21日まで）

1月19日 第 2回琉球大学学術リポジトリ運営委員会（書
面会議）

1月19日 セミナー「先輩に聴く！留学生の就職」
（オンライン、講師：大学院生 TA）

1月 26日 セミナー「電子ジャーナルを使いこなそう」
（オンライン、講師：図書館職員）

2月4日 セミナー「先輩に聴く！大学院進学後にすべ
きこと」（オンライン、講師：大学院生 TA）

2月10日 セミナー「先輩に聴く！研究とはどのような事をす
るのか」（オンデマンド配信、講師：大学院生 TA）

2月 24日 第 2回附属図書館自己点検・評価委員会
（書面会議）

2月24日 第２回附属図書館沖縄関係資料専門委員会
（オンライン会議）

2月24日 新・琉球大学学術リポジトリシステム運用開始
3月10日 第15回琉球大学びぶりお文学賞表彰式
3月11日 第2回附属図書館運営委員会（オンライン会議）

3月22日 第 2回附属図書館医学部分館運営委員会
（オンライン会議）

3月23日 第 3回琉球大学学術リポジトリ運営委員会
（オンライン会議）
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図書館データ集（2021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、2022 年 3 月現在のデータです。

9,950
1,403

610,785 
253,162 
863,947 
58,317 
42,361 
100,678 
669,102 
295,523 
964,625 

5,526 
387 
5,913 
738 
59 
797 
6,264 
446 
6,710 

29,670 
17,432 

177,629 

224,731 

12,118 
5,878 
17,996 
2,251 
1,446 
3,697 
14,369 
7,324 
21,693 

103
14

846
182

1,071 
168 
1,239 
203 
9 

212 
1,274 
177 
1,451 

■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） 
3,290 
3,687 

6,977 

4 
32,405 
32,409 
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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）
2021年5月1日現在

424 
356 
1,445 
534 
1 
19 
419 
646 

336 
345 

104,469 
31,061 

637 
145 

70

11,866 

103 
2,989 

8,511 
3,280 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため予約受付
を停止していましたが、2021 年 12 月より段階
的に再開しました。

サービス企画係

78,324 
10,590 

5予約利用件数
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