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本日の内容

• 背景

• 方法

• 予算

• 図書の整理

• 成果

• 今後の課題

• 参考
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「専攻語（現地語）図書収集」とは

平成21年度（2009）に専攻語（現地語）図書の収集
を学生用図書の選書制度の中に取り入れ 、定着させ
ようという試みから外国学図書館で開始された。

また同時に、各国言語で書かれた原書を現地でよ
り安く購入し、より早く受け入れる目的もあった。

参考） 「大阪大学外国学図書館における専攻語（現地語）図書収集の試み：特色ある
蔵書をつくるために」森垣啓土、多田剛志『大学図書館研究』 89, 37-43, 2010-08 
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「専攻語（現地語）図書収集」の背景

・旧大阪外国語大学附属図書館が平成16(2004)年に実施
した利用者アンケート

・大阪大学附属図書館が平成20(2008)年11月に実施した
アンケートによる自由記述

旧大阪外大時代から長年の課題だった
「専攻語で書かれた図書の充実」に着手

背景1. 利用者からの要望
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〇大阪大学附属図書館 4館体制

キャンパス内ILLの整備、附属図書館の運営方針により、これま
でより特色ある蔵書構築が可能な環境になった

総合図書館 外国学図書館 生命科学図書館 理工学図書館

全学部1年生
学部2年生以上

学部2年生以上 学部2年生以上 学部2年生以上

文、法、経済、理、基
礎工の各学部・各研
究科

外国語学部 医、歯、薬、人間科の
各学部・各研究科

工学部・工学研究科

言語文化研究科・高
等司法研究科

言語文化研究科 生命機能研究科 情報科学研究科

「専攻語（現地語）図書収集」の背景

背景2. 大阪大学との統合
平成19(2007)年
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資料選定小委員会（毎月開催）

教員 2名（うち1名が委員長）

図書館職員 4名

大学院生 2名（院生協議会から博士前期課程

1名、博士後期課程1名）

協議事項：学生用図書の選定および寄贈図書受入可否

日本語と英語の図書に集中する傾向

「専攻語（現地語）図書収集」の背景

背景3. これまでの選書の偏り
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外国語学部所属の全教員に対し

学生用図書の推薦公募を実施

日本語と英語の図書に集中

「専攻語で書かれた図書の充実」という特定の対
象に的を絞った「戦略的蔵書構成」を実現するに
は、図書館から収書方針を絞る必要があることを
認識

「専攻語（現地語）図書収集」の背景

背景4. 先行の試み
平成17(2005)～平成18(2006)
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「専攻語（現地語）図書収集」の方法
[収集対象] 主に専攻語で書かれた新刊図書
[購入方法] 3つの方法

1.国内書店を通す（図書館発注）
2.国内から現地書店を通す（立替払）
3.現地の書店で直接購入する（立替払）

対象言語の専攻教員に説明会を実施
・予算額、選定期間、納品期限の確認

・専攻語（現地語）図書整理のための人員確保
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当初は英語と日本語を除く23の専攻語を3年で1巡する収集計画

「専攻語（現地語）図書収集」の方法

平成21～平成26
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平成21～26年度

館長裁量経費

臨時経費（主に学生用図書購入費として使用）

平成21 --専攻語200万円（6専攻 30万円）

平成22 --専攻語200万円（8専攻 30万円）

平成23 --専攻語200万円（9専攻 30万円）

平成24 --専攻語240万円（8専攻 30万円）

平成25 --専攻語200万円（8専攻 25万円）

平成26 --専攻語175万円（7専攻 25万円）

「専攻語（現地語）図書収集」の予算
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平成21年度

「専攻語（現地語）図書収集」の予算
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附属図書館学生用図書購入費（経常経費）として

平成27年度

「専攻語（現地語）図書収集」の予算
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平成30年度

「専攻語（現地語）図書収集」の予算
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「専攻語（現地語）図書収集」の予算

1専攻あたりの予算

（6～8専攻）

30万円

1専攻あたりの予算

（4専攻）

30万円

1専攻あたりの予算

（4専攻）

21万円
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図書整理について

平成21年度
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図書整理について

平成30年度
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「専攻語（現地語）図書収集」の成果

これまでの収集冊数 8,745冊
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・予算縮小

・図書整理業務 人材の養成とノウハウの継承

・教員への負担

・収集分野の偏り

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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収集分野の偏り 全体

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題

収集分野の偏り 分野別（社会科学の場合）
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「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題

収集分野の偏り 中国語
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外国学図書館の中国語図書蔵書構成

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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比較すると

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題

中国語収集576冊
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中国語専攻の専門分野

専門分野 中国語専攻

3社会科学 深尾葉子 准教授

許 衛東 准教授

8言語学 中田聡美 助教

古川 裕 教授

鈴木慎吾 講師

劉 頌浩 特任教員

張 恒悦 特任教員

9文学 青野繁治 教授

今泉秀人 准教授

2019年2月1日時点

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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収集分野の偏り 朝鮮語
「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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外国学図書館の朝鮮語図書蔵書構成

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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比較すると

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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朝鮮語専攻の専門分野

専門分野 朝鮮語専攻

2歴史 裵 姈美 准教授

酒井裕美 准教授

8言語学 岸田文隆 教授

小西敏夫 准教授

趙 瑜 美 特任教員

南 美惠 特任教員

2019年2月1日時点

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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収集分野≒教員の専門分野

収集分野の偏りは蔵書の特徴

研究用図書の充実に貢献

今後の方向性

• 収集対象の専攻語について、現在の蔵書構成を図
書館側で説明し、教員と一緒にどの分野の収集を強
化していくべきかを検討

・専攻語に触れる学生の視点に立つ

「専攻語（現地語）図書収集」の今後の課題
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（その他）
教員との協働による蔵書構築の例

• 公費講読雑誌の図書館配架

中国語

• 「 台湾言語文化課程発展プロジェクト」（中国語専
攻で運営）で購入された図書を「台湾講座関連図
書」としてコレクション配架

217冊（2019年2月1日時点）
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参考）国立国会図書館関西館との連携事業

きっかけ

平成27年度 多言語目録業務の情報交換

連携事業開始

平成28年度～継続

1.多言語に関する目録勉強会の開催

2.外国語学部学生への資料検索ガイダンス

アジア情報課と合同実施
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参考）国立国会図書館関西館との連携事業

内容）言語の特徴 ／ 入力方法

人名・数字の特徴 ／書誌情報用語

目録作成のコツ／演習／意見交換会

平成28年度 ベトナム語

平成29年度 インドネシア語（タイ語サンプル）

平成30年度 ヒンディー語（モンゴル語サンプル）

専攻語（現地語）図書の本格的な整理作業が始まる前に対
象言語の目録勉強会を開催することで、より実践的な知識
が得られる

① 多言語に関する目録勉強会（年に1回）
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参考）国立国会図書館関西館との連携事業

外国学図書館で入手できない専攻語文献・情報について、国会図書館関西館の
サポートが受けられるということを知り、実際の利用方法を知ることによって、学習
活動また研究活動への大きなメリットになる

② 外国語学部学生への資料検索ガイダンス

アジア情報課との合同連携

内容）アジア言語に関する資料検索ガイダンス

（外国学図書館60分+アジア情報課30分）

平成28年度 中国語・朝鮮語 4ゼミ

平成29年度 中国語・朝鮮語 3ゼミ

平成30年度 朝鮮語・インドネシア語・ビルマ語・

ペルシア語 4ゼミ
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専攻語図書リレー展示 図書館Webサイト

参考）「専攻語（現地語）図書収集」の広報
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専攻語図書リレー展示 展示風景

参考） 「専攻語（現地語）図書収集」の広報
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図書整理に携わった外国学図書館LS
（ラーニング・サポーター / 大学院生）

参考）「専攻語（現地語）図書収集」の副産物

平28

平30
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図書整理に携わった外国学図書館LS
（ラーニング・サポーター / 大学院生）

参考）「専攻語（現地語）図書収集」の副産物
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