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第 85 回
学校法人福岡学園

福岡歯科大学 情報図書館
福岡看護大学 情報図書館

福岡医療短期大学 情報図書館分室
2018 年 1 月

今回ご紹介する学校法人福岡

当 館は、1973年4月に歯 科 大の

学園は福岡市の西部に位置し、

開学と同時に開設されました。当

福岡医療短期大学（以下、医

が、その後1978年の本館建築の

福岡歯科大学（以下、歯科大）、

初 は 附 属 病 院4階 にありました

療短大）
、そして 2017 年に開

際に現在の本館9階に移りました。

学したばかりの福岡看護大学

（以下、看護大）という 3 つの

大学を擁しています。広いキャ

ンパス内には福岡歯科大学医

科歯科総合病院のほか、介護

その後、1994年に開設された情
報センターと機能を統合する形で、
1996年の改組により
「図書館」から
「情報図書館」になりました。

老人保健施設もあり、地域の医

フロアにはラー ニングコモンズも
あるということで、先生方や学生さん
が利用しやすい環境ですね。

そうですね。閲覧室は400㎡ほどあ
り、88席の閲覧席を備えています。
また、2010年度には、e-learning
システムの導入とあわせてラーニ
ングコモンズを同じ本館9階に設
置し、多様な学習の形に対応でき
るようにしました。電子ジャーナル

療・福祉を支えています。歯科

など、来館しなくても利用できる資

同課長補佐 亀井様、看護大 情

でのべ3万人近くあります。平日は

料も多いのですが、来館者は年間

大の情報図書館課長 田中様、
報図書館の外山様にお話を伺

毎日9時 から20時まで、土 曜日も

いました。

はじめに、歯科大の情報図書館をご
案内いただきました。

――書棚にぎっしりと詰まった蔵書が

圧巻です。洋書、洋雑誌の割合も高い

ようですね。

9時から12時半まで開館しています。

蔵 書は歯 学 専 門 図 書・雑 誌を中
心 に14万 冊 余 を 所 蔵しており、
このほかに医療短大の分室にも
1万3千冊ほどあります。
また、電子
ジャーナルも80誌近く契約してい
ます。歯学の分野では、西日本でも
有数の蔵書規模ですが、その半数
近くが洋書・洋雑誌です。分類は
NLMC（米国国立医学図書館分
類）
を使用しています。
―― 大 学 本 館9階 に 位 置し、同じ
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歯科大学ということで、学生は定期

た。CSVのインポート機能や項目

試 験（前 期・中 間・後 期 ）以 外 に

選択置換機能などを使って、デー
タの修正も思い通りにできるので

CBTやOSCEという臨 床 実 習 前の

とても便利です。

試験、最終ゴールの国家試験と、
様々な試験があり、試験前は図書

――システムを導入された効果は

館の利用がとても多くなります。館

いかがですか。

内では学 内 無 線LANを利 用でき
るので、6台ある利用者用パソコン
（1台は蔵書検索用）のほか、自分
でパソコンを持ち込んで使用する
こともできます。
――窓の外に目を向けると、9階と

いうことで素晴らしい眺めが広がっ

――システムとして情報館を選ばれ

た理由は何だったのでしょうか。

規模感が本学と合っていたことと、
情報館を導入する前からブレイン
テックのBT-CATP（NACSISクライ
アントシステム）
を使っていた関係

ています。試験勉強に追われる学生

でカスタマサポートを利用したこと

そうですね。

感じていたことです。

はい、
この眺望はこの図書館の自慢

――ありがとうございます。初めての

さんも、この眺めでリフレッシュでき

の一つです。
晴れた日にはヤフオク
ドームや福岡タワーも見えますよ。

があり、対応がしっかりしていると

他の図書館と比べれば数十年遅
れた喜びかもしれませんが、
カウン
ター業務も目録入力もとても楽に
なりました。全蔵書を対象とした蔵
書点検が行えるようになりましたし、
毎朝行う延滞者への連絡もメール
一斉送信でとても簡単になりまし
た。
どれも当たり前のことなのでしょ
うけれど、本当に嬉しかったですね。
OPACからの文献複写依頼や予約
などのサービスを始めたことで、利

システム導入ということで、準備も大

用者の利便性も大きく向上しました。

バーコードラベルが未貼付だった

に開学したばかりの看護大の情報

変だったのではないでしょうか。

雑誌へのバーコード装備や、エク
セルで管理していた蔵書データ

続いて、同じ敷地内にあり、2017年
図書館をご案内いただきました。

を情報館に投入するための準備
作業には苦労しました。特に、資料
データでコードマスター化しなけ
ればいけない項目について、エク
――歯科大と医療短大では、2015

年3月に情報館を導入していただき

セル管理で入力していたものは表
記ゆれが多くて大変でした。

ました。

本学では、情報館が初めての本格
的な蔵書管理システムの導入と
なりましたが、以前よりシステム導
入の必要性は認識しており、検討
を重ねていました。そして、2014
年 度に文 部 科 学 省の教 育 研 究
装置施設整備事業の補助を受け、
ICカード対応の入退館システム、
自動貸出返却機等と併せての導
入となりました。

でも、情報館の操作自体は1，2日
程度のレクチャーでだいたい理解
できる直観的なユーザーインター
フェイスなのでスタッフもすぐに慣
れ、それほど苦労はありませんでし
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――図書館は、校舎のエントランス

ホールに面したところに入口があり、
歯科大同様、利用者が足を運びや

すい場所ですね。

入館ゲートを入るとすぐ左がカウン
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ターと自動貸出返却機で、右手は

いえいえ、
まだまだ使いこなせてい

ラーニングコモンズスペースになっ

ない機能がたくさんあると感じて

ています。他にも、館内には多くの

います。

閲覧机と4つのグループ学習室があ

以前、九州地区の情報館を使って

り、
よく利用されています。

いる大学図書館などが集まって開
催した情報館のオンデマンドセミ
開学1年目ということで、今はまだ
学生も1年生だけで、蔵書も少ない
のですが、
これから増えていくニー
ズに十分応えられる環境になって
いると思います。
もちろん、看護大
の学生は歯科大情報図書館の蔵
書を利用することもできます。
――看護大も、歯科大と医療短大で
使用していた情報館を拡張する形

でシステムを導入していただきまし
たが、いかがでしょうか。

――白を基調とした館内で、閲覧席

などのアクセントカラーが映えて美

しいですね。明るくてぬくもりの感じ
られる、居心地が良い図書館です。

歯 科 大 の 情 報 図 書 館と同 様、館
内では学内無線LANが利用可能
で、設置している4台の利用者用パ
ソコン以外にもノートパソコンや
iPadなどを持ち込んで使うことが
できます。
分類には、NDC（日本十進分類）
を採用しました。看護分野を中心
に、専門資料の割合が多いので悩
みましたが、当館の少ないスタッ
フで維持していくことを考慮し、周
辺の看護大学の例なども参考にし
て決めました。

3つの館を一つの情報館で管理す
ることになるため、ブレインテック
さんからのご提案で新しくできた
複数拠点（分館）管理機能を使うこ
とにしましたが、今のところ問題な
く使っています。

ナーに参加しましたが、今度は、
「こ
んな便利な機能がありますよ」
と、
情報館の便利な機能や技をたくさ
ん紹介するセミナーをやってくだ
さると嬉しいです。
機能改善については、細かい要望
はたくさんありますが、その都度カ
スタマサポートの方に伝えていま
す。改善というのとはちょっと違い
ますが、当館ではオンラインジャー
ナルのデータもOPACに登録して
いるので、OPAC経由でオンライ
ンジャーナルにアクセスした数を
統計としてとれるような機能があっ
たらとても助かりますね。
どうでしょ
うか？
――ご提案ありがとうございます。

この機能を使い始める前と比べ、

検討させていただきます。

休館日設定が別々に行えたり、他

ここまでご案内いただき、大学が地

の館で借りた本をここで返却処理
した時には警告が出たりするので、
館ごとの業務切り分けがしやすく、
わかりやすくなったのが良いです
ね。貸出統計も館ごとにできますよ
ね？これから使うことになると思い
ます。
最後に、情報館やブレインテックへ

域医療に貢献する多様な人材を育て

る中で、大学図書館に求められる役

割はとても大きいと感じました。私た

ちも、情報館を通じて少しでもそのお
手伝いができればと思います。

これからも、忌憚ないご意見をよろし

くお願いいたします。

―― 最 初 に 歯 科 大で 情 報 館を導
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OPACも業 務システムも様々な 機

〒 814-0193
福岡県福岡市早良区

の要望などをお伺いしました。

入いただいてからまだ数年ですが、
能を使いこなしていただいていま

す。改善してほしい点などはありま
すか？
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