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末盛分室にも「個人学習室」をつくりました 

５名分の席があり、ＶＴＲ・ＤＶＤの視聴ができます 

 

平成 19年 2月の利用状況 

昼   間 夜    間 昼    間 夜    間 合    計

楠     元 23 19 3,100 919 4,019

末盛分室 23 19 5,342 3,471 8,813

合    計 8,442 4,390 12,832

学外利用者（登録なし）  楠　　元 6名  末盛分室 0名

(2)帯出冊数

教 職 員 学    生 その他登録者 合    計

冊    数 134 801 0 935

(3)帯出人数

教 職 員 学    生 その他登録者 合    計

人    数 62 227 0 289

「学生」のうち 歯学部学生 215 薬学部学生 12

 (4)-1文献相互貸借依頼件数 (4)-2図書・雑誌貸借依頼件数

学外受付 132 (49) 学外貸出 0 (0)

学外依頼 124 (11) 学外借受 0 (0)

合    計 256 (60) 合    計 0 (0)

件    数 件    数

(1)開館日数及び入館者数  (昼間・9：00～16：45、夜間・16：45～19：00）

開 館 日 数 入 館 者 数

※（　）内数字は大学図書館以外  

 

○「AGUD・P Library News」は紙での発行を縮小し、紙の配付を休止しています

「http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/LN/LibraryNews.htm」をご覧ください。創刊号から見られます。 

分類番号 498.1 衛生行政・厚生行政に 厚生労働省関係の統計資料を整理しました 

平成 19年 2月の統計上の入館者は、左表のように 12,832

名で昨年の同月 12,553 名に対して 269 名の微増でした。

秋学期の定期試験のためか１月の入館者は 15,655 名でし

たが、２月は学生が春休暇に入り利用者が減ったようで

す。春休暇に入り、文献相互貸借の件数も多少減りました。 

帯出冊数は昨年同月に比べて 693冊、帯出人数は 408名

減少しました。図書館で本を借りる人は減っているようで

す。昨年の 4月から、学生の帯出人数のうち、歯学部・薬

学部の内数を出すようにしました。２月は、薬学部学生の

帯出人数の延べ数は、12名でした。薬学部学生の帯出人数

が一番多かった月は、4月の 52名でした。 

 

 左の図のように、歯学・薬学図書館情報センター末盛分室に

も「個人学習室」をつくりました。 

 薬学部の増設に加えて、歯学部卒業生の研修制度の実施や５

年生の PBL チュ－トリアルの実施等で図書館の利用者が増加

しました。 

 特に末盛分室は、定期試験期を除く普通の月は、楠元センタ

ーの２倍近い入館者があります。左下の表のように、２月も楠

元センターより末盛分室の利用者が多くなっています。分室の

閲覧席は従来 48 席でしたが、1 昨年の秋に、カウンターを整

理して４席増やし、昨年の 8月、書架を整理してライト付のキ

ャレル風の席を３席増やしで、55 にしました。少しでも利用

者の要望に応えることができればと思い、分室の視聴覚コーナ

ーを、楠元センターと同じような「個人学習室」にしました。

分室でも、VTRや DVDの視聴がより容易にできるようになりま

した。臨床関係の新しい資料も追加しています。 

 

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/
http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/LN/LibraryNews.htm


歯学・薬学図書館情報センターは、厚生統計協会の

賛助会員で「国民医療基礎統計」「医師・歯科医師・

薬剤師調査」等の衛生行政・厚生行政の統計資料が揃

っているのが、蔵書の特徴のひとつです。 

しかし、これらの図書は、所定のロッカーに配架

されていたので、一般の利用には不便でした。そこ

で、薬学部の増設に伴う、地域の薬剤師さんへの図

書館公開等に併せて、資料を整理し、センターのホ

ームページ上で蔵書の探索ができるようにしまし

た。そのため、分類番号 498,1の開架図書で１５年

以前（平成３年）に受け入れたものは、１冊のみ書

庫に保存し、後は廃棄しました。 

 

洋書の遡及入力が完了しました 

 愛知学院大学歯学・薬学図書館情報センター中長

期計画に基づいて、蔵書構築の見直しを図るために

進めている資料の整理・整頓の一環として、平成 18

年度に約 2000 冊の洋書の遡及入力が終わりました。 

 これで、蔵書のデータがほとんど全部図書館管理

システムに入力されたことになり、センターのホー

ムページ上で蔵書の探索ができます。 

 

リサイクル図書を提供しています 

 2月 26日（月）から新しいリサイクル図書を提供

しています。今回は、なくなり次第終了ということ

にしますが、現在作業を進めている次の廃棄図書が

決まれば、古いものから処分します。場所は歯学・

薬学図書館情報センター入館ゲート入って左側の

書架です。リサイクル処理をしますのでご希望の図

書をカウンターまでお持ちください。先着順です。 

 

雑誌のリサイクル BOXも設けました 

 利用者からの投書に基づいて、検討した結果、図

書だけでなく、廃棄した雑誌も欲しい方に提供する

ことにしました。楠元カウンター横の机上に雑誌リ

サイクルＢＯＸをつくり、これまで一定の閲覧期間

が終わると処分していた月刊誌、週刊誌等を差し上

げることにしました。先着順ですのでお早めにどう

ぞ。あまり古くなった雑誌は適宜処分します。 

 末盛配架雑誌に『麻酔』を追加しました 

 下記の和雑誌は、末盛分室に配架されています。 

 

愛知学院大学歯学会誌 Vol. 1（1964）  ～ 最新号 

Aichi Gakuin  

       Dental Science    
Vol. 1（1988）  ～ 最新号 

デンタルダイヤモンド Vol. 7（1982）  ～ 最新号 

日本歯科評論   Vol. 387（1975）～ 最新号 

歯界展望   Vol. 10（1952） ～ 最新号 

障害者歯科    Vol. 1（1980）  ～ 最新号 

医学のあゆみ 過去 10 年分 ＋ 最新号 

救急医学 過去 10 年分 ＋ 最新号 

日本口蓋裂学会雑誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

日本口腔外科学会雑誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

日本口腔科学会雑誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

日本口腔診断学会雑誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

日本歯科保存学雑誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

日本歯周病学会会誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

Orthodontic Waves  

（日本矯正歯科学会雑誌） 
過去 10 年分 ＋ 最新号 

小児歯科学雑誌 過去 10 年分 ＋ 最新号 

麻酔  過去 10 年分 ＋ 最新号 

 

上記の雑誌の末盛分室配架期間を『愛知学院大学

誌学会誌』と『Aichi Gakuin DentalSaience』をの

ぞいて、最新号と過去 10 年分の製本雑誌に統一し

たいと思います。 

現在、1952年から置いてある『歯界展望』、1980

年から置いてある『障害者歯科』等も 11 年以前の

ものは、楠元センターの書庫に保存するようにしま

す。 

新年度の図書購入依頼伝票受付開始 

 平成１９年度図書購入依頼伝票を３月１日から受

付けています。学内の方のみに関係することですが、

詳細を、歯学・薬学図書館情報センターＨＰ「館内情

報」

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/insideonly

/kannai/kannaijoho.htmからご覧いただけます。 

これは、愛知学院大学「商議員図書予算に係る図書

購入について」という取り決めに基づくものです。そ

れぞれの所属学部の図書委員等の指示に従って、希

望図書の申込みをしていただきたいと思います。 

学生の希望図書の購入依頼はセンターでも受付

けています。 
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