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〔表紙写真の説明〕 上杉輝虎（謙信）の起
き

請
しょう

文
もん

永禄 11 年（1568）に、上杉輝虎が中条藤資に宛てた起請文。起請文とは、神仏に誓

いを立てて、自分の行為・言葉等に偽りのないことを記した文書。神仏に誓いを立

てることから、神社発行であることを示す木版刷りの用紙が用いられている。上杉

輝虎の花押の上部の黄色く変化した部分が、輝虎の血判。
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昭和24年 5月 山形大学の設置と同時に附属図書館が設置された。（旧山形高等学校図書館を中央図書館と

し、旧山形師範学校、旧山形青年師範学校の図書館を教育学部分館、旧米沢工業専門学校、旧

山形県立農林専門学校の各図書館を、それぞれ工学部分館及び農学部分館として、新機構

のもとに発足。）

昭和24年 8月 初代の附属図書館長に文理学部の村岡晢教授が就任。

昭和26年 3月 図書分類に日本十進分類表改訂六版の採用、目録は日本目録規則に準じて行なうことを決定。

昭和28年 1月 中央図書館新築第一期工事完成。閲覧室、ホール、目録室、事務室等落成。

昭和30年 2月 事務機構の改革。従来の庶務、司書の二係から管理、目録、閲覧の三係に改組。

昭和33年 1月 中央図書館新築第二期工事完成。学生閲覧室の落成。

昭和38年 4月 教育学部の統合移転に伴い、教育学部分館を中央図書館へ統合。

昭和40年 3月 新中央図書館を新築し、北書庫部分竣工。

昭和41年 8月 中央図書館、指定図書を開架制としサービスを開始。

昭和41年12月 中央図書館、開館時間の延長実施。（17:00～19:00）

昭和46年 中央図書館２，３階部分を増築。（第１回）

昭和48年 3月 中条家文書の初回受入。

昭和51年 2月 中条家文書を５回にわたって受入。

昭和53年 4月 医学部分館を設置。

昭和54年 中央図書館南書庫、開架閲覧室南側部分を増築。（第２回）

昭和54年10月 中央図書館、時間外開館、１時間延長。（夜間開館は17:00̃20:00、土曜日は16:30 まで）

昭和62年10月 学術情報システムに接続。雑誌オンライン目録開始。

昭和63年 1月 電子計算機による閲覧関係業務開始。

平成３年 3月 情報処理センター機器更新に伴う図書館の機器更新。受入関係業務開始。

平成４年 2月 第１次図書館専用電子計算機 NEC S3100/50A 及び図書館システムLICSU-V.4.0の導入。

平成４年 4月 CD－ROM検索サービス開始。NACSIS－ILLシステム運用開始。

平成４年 4月 事務組織を事務長制から事務部長制に変更。

平成４年 5月 中央図書館、週休２日制実施とともに土曜日の時間外開館実施。（9:00～12:30）

平成４年 6月 中条家文書（233通）が重要文化財に指定される。

平成５年 2月 図書館協議会に自己評価委員会を設置。

平成６年 2月 「山形大学附属図書館自己評価報告書」を作成。

平成６年 3月 中央図書館の増改築工事着工。（第３回）

平成７年 1月 中央図書館の増改築工事竣工。

平成８年 2月 第２次図書館用電子計算機及び図書館システムとして、リコー SPARCserver20 モデル

71及びLIMEDIO を導入。

平成８年 3月 OPACを学内LAN(YUnet)上でサービス開始。

平成８年 4月 中央図書館、土曜日の開館時間延長（9:00～16:30）

工学部分館、日曜日の開館実施（13:00～17:00）

農学部分館、平日の開館時間延長と土曜日開館実施。

（平日 17:00～20:00，土曜日 13:00～17:00）

平成８年 6月 学生用図書購入費を学内予算により措置。（平成10年度までの３年間）

平成８年 9月 附属図書館ホームページを開設。

平成９年 3月 工学部分館にCD－ROMサーバを設置。（Current Contentsのネットワーク検索を開始）

平成９年 4月 医学部分館、平日の開館時間延長。（9:00～20:00）

沿 革

沿　　革
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平成９年 6月 中央図書館、電子メールによる文献複写・図書借用申込み受付を開始。平成９年９月中央

図書館にセルフコピー機を設置。

平成10年 4月 「山形大学附属図書館学外者利用内規」を制定。

医学部分館、土曜日の開館実施。（13:00～17:00）

農学部分館、日曜日の開館実施。（13:00～17:00）

農学部分館、電子メールによる文献複写申込み受付を開始。

平成10年 7月 「山形大学附属図書館事業計画」を作成。

「山形大学附属図書館蔵書目録の遡及入力第１期５ヶ年計画」に着手。

平成10年10月 中央図書館に衛星放送受信装置設置（CNNニュース放映開始）、中央図書館にオープンギャ

ラリーを開設。

平成11年 2月 「人文・社会科学系特別図書選定委員会要項」を制定。

平成11年度以降の学生用図書購入経費措置。（学内措置分）

平成11年 4月 医学部分館にセルフコピー機を設置。

平成12年 1月 工学部分館の増改築工事竣工。（第２回）

平成12年 2月 第３次図書館用電子計算機及び図書館システムとして、リコー GP7000S モデル 10及び

LIMEDIO を導入。

平成12年 2月 図書館協議会に電子情報検討専門委員会を設置。

平成12年 3月 中央図書館、学外機関への WWW画面からの文献複写・図書借用申込み開始。

平成12年 3月 学内広報誌の閲覧サービスを開始。

平成12年10月 工学部分館竣工記念式典

平成12年12月 評議会に「電子図書館的機能整備の方策に関する報告書」提出

平成13年 1月 医学部分館、土曜日・日曜日の開館実施（10:00～17:00)

平成13年 4月 中央図書館、「情報プラザ」開設

平成13年 9月 インターネット版データベースサービス開始（Web of Science, 雑誌記事索引）

平成13年12月 中央図書館メールニュース配信開始

山形高等学校蔵書 

山形青年師範学校蔵書 

米沢高等工業学校蔵書 米沢工業専門学校蔵書 

山形県立農林専門学校蔵書 

山形師範学校蔵書 教育学部分館蔵書 

工学部分館蔵書 

農学部分館蔵書 

医学部分館蔵書 山形大学医学部 

中央図書館蔵書 中央図書館（文理学部）蔵書 

 ～ 63,323冊 

昭和48～ 

大正９.９～ 
38,878冊 

昭和24.5～ 昭和38.4  
97,767冊 

昭和38.５～平成13 
644,808冊 

大正14.３～ 21,389冊 昭和26.４～ 14,739冊 

明治43～ 昭和19～ 昭和26.４～平成13 
 

昭和22～ 

～平成13

181,413冊 

96,984冊 

昭和26.４～平成13 
 84,202冊 

蔵書の変遷
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歴代館長等

就　任　期　間氏　 　 　 名代

昭和24年８月１日～昭和30年８月15日村　岡　　　晢（文理学部）初　代

昭和30年８月16日～昭和34年８月15日田　中　菊　雄（文理学部）2

昭和34年８月16日～昭和40年３月31日田　島　福　重（文理学部）3

昭和40年４月１日～昭和44年３月31日尾　関　文二郎（文理学部）4

昭和44年４月１日～昭和45年３月31日柏　倉　亮　吉（教育学部）5

昭和45年４月１日～昭和49年３月31日白　石　義　夫（教養部）6

昭和49年４月１日～昭和52年５月31日久　佐　　　守（理学部）7

昭和52年６月１日～昭和52年６月15日廣　根　徳太郎（事務取扱）8

昭和52年６月16日～昭和54年６月15日浅　野　建　二（教育学部）9

昭和54年６月16日～昭和56年４月１日野　島　義　一（教養部）10

昭和56年４月２日～昭和58年４月１日中　澤　信　午（理学部）11

昭和58年４月２日～昭和59年３月31日柿　崎　榮　治（人文学部）12

昭和59年４月１日～昭和61年３月31日白　井　敏　雄（医学部）13

昭和61年４月１日～昭和63年３月31日居　駒　和　雄（教養部）14

昭和63年４月１日～平成２年３月31日菅　原　隆　一（人文学部）15

平成２年４月１日～平成４年３月31日横　山　昭　男（教育学部）16

平成４年４月１日～平成６年３月31日浅　野　和　俊（工学部）17

平成６年４月１日～平成８年３月31日石　川　喜　一（医学部）18

平成８年４月１日～平成10年３月31日内　田　伏　一（理学部）19

平成10年４月１日～平成12年３月31日関　口　武　彦（教育学部）20

平成12年４月１日～近　藤　慈　夫（医学部）21

附属図書館長
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就　任　期　間氏　　　　名代

医学部分館長

昭和53年４月１日～昭和59年３月31日大鳥居　　　健初代

昭和59年４月１日～平成２年４月31日石　川　喜　一2

平成２年４月１日～平成７年３月31日今　井　　　大3

平成７年４月１日～平成８年12月31日広　井　正　彦4

平成９年１月１日～平成10年12月31日近　藤　慈　夫5

平成11年１月１日～平成13年９月30日遠　藤　政　夫6

平成13年10月１日～加　藤　宏　司7

工学部分館長

昭和24年８月１日～昭和25年11月15日安　濃　恒　友初代

昭和25年11月16日～昭和27年11月15日石　田　喜　助2

昭和27年11月16日～昭和29年11月15日和　田　美　稲3

昭和29年11月16日～昭和31年11月15日西　　　鉄之輔4

昭和31年11月16日～昭和33年11月15日佐々木　一　雄5

昭和33年11月16日～昭和37年11月15日小山田　太一郎6

昭和37年11月16日～昭和39年11月15日石　田　喜　助7

昭和39年11月16日～昭和41年11月15日小山田　太一郎8

昭和41年11月16日～昭和51年４月１日石　田　喜　助9

昭和51年４月２日～昭和62年３月31日高　橋　　　伸10

昭和62年４月１日～平成４年３月31日浅　野　和　俊11

平成４年４月１日～平成７年３月29日中津山　幹　男12

平成７年３月30日～平成10年12月31日小　山　清　人13

平成11年１月１日～中　野　政　身14

農学部分館長

昭和25年８月14日～昭和27年８月13日佐　藤　正　巳初代

昭和27年８月14日～昭和31年８月13日岡　本　　　勇2

昭和31年８月14日～昭和33年８月13日斉　藤　孝　蔵3

昭和33年８月14日～昭和48年３月31日阿　部　　　襄4

昭和48年４月１日～昭和53年３月31日川　嶋　次　夫5

昭和53年４月１日～昭和59年３月31日後　藤　岩三郎6

昭和59年４月１日～平成５年３月31日渡　部　俊　三7

平成５年４月１日～平成７年３月31日富　樫　二　郎8

平成７年４月１日～平成13年３月31日福　嶋　忠　昭9

平成13年４月１日～貫　名　　　学10

就　任　期　間氏　　　名代

事務長

昭和24年８月１日～昭和40年３月31日近　江　　　栄初代

昭和40年４月１日～昭和45年３月31日岩　田　守　治2

昭和45年４月１日～昭和47年８月27日塚　野　正　章3

昭和47年８月27日～昭和47年９月30日
（事務取扱）
大根田　俊　三4

昭和47年10月１日～昭和51年３月31日鈴　木　三　郎5

昭和51年４月１日～昭和54年４月１日丹　野　一　男6

昭和54年４月１日～昭和58年３月31日伊　藤　　　博7

昭和58年４月１日～昭和60年３月31日磯　崎　光　正8

昭和60年４月１日～昭和62年12月１日細　川　久　蔵9

昭和62年12月１日～平成２年３月31日長　岡　廣　三10

平成２年４月１日～平成４年３月31日石　澤　　　茂11

平成４年４月１日～平成４年４月９日岩　井　文　男12

事務部長

平成４年４月10日～平成６年３月31日高　橋　　　裕初代

平成６年４月１日～平成９年３月31日袴　田　次　雄2

平成９年４月１日～平成10年３月31日高　砂　　　慶3

平成10年４月１日～平成12年３月31日大　埜　浩　一4

平成12年４月１日～川　野　茂　美5

情報管理課長

平成４年４月10日～平成６年３月31日伊　藤　祐　三初代

平成６年４月１日～平成８年３月31日五十嵐　哲　郎2

平成８年４月１日～平成11年３月31日藤　島　　　隆3

平成11年４月１日～平成13年８月31日岩　渕　恭　幸4

平成13年９月１日～菅　原　英　一5

情報サービス課長

平成４年４月10日～平成７年３月31日岩　井　文　男初代

平成７年４月１日～平成９年３月31日大　滝　三　郎2

平成９年４月１日～平成13年３月31日阿　部　雅　機3

平成13年４月１日～友　光　健　二4

分館長 事務部長等
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事務部長 

（中央図書館長） 

情報管理課長 附属図書館長 

附属図書館協議会 

図書館事務連絡会議 

附属図書館自己評価委員会 

小白川地区運営委員会 

館長・分館長懇談会 

人文・社会科学系特別図書選定委員会 

図書館専門員 

総　務　係 

受　入　係 

目録情報係 

情報サービス課長 

閲　覧　係 

学術情報係 

医学部分館長 図　書　係 

図　書　係 

医学部分館運営委員会 

工学部分館運営委員会 

農学部分館運営委員会 

医学部長　　　事務部長　　　事務部次長　　　学務課長 学務課課長補佐 

工学部分館長 

図　書　係 農学部分館長 

工学部長　　　　　　　事務長　　　事務長補佐 

農学部長　　　　　　　事務長　　　事務長補佐 

組織・機構図

職員の配置

合　　計
非常勤職員

定員内職員区　　　　分
時間外30h40h

（1）　　 　（1）館　　　長　
（3）　　 　（3）分　館　長　
（9）　　 　（9）図書館協議会委員　
1　　 　1事 務 部 長　
2　　 　2課　　　長　
1　　 　1図書館専門員　
3　　　　1　　 　2総　務　係　
3　　　　1　　 　2受　入　係　
3　　　　1　　 　2目録情報係　
84211閲　覧　係　
3　 12学術情報係　
2446113小　　計　　
10424医学部分館図書係
147214工学部分館図書係
74　　　　12農学部分館図書係
551910323合　　計

注：（ ）は、併任 ＊非常勤職員の中の「時間外」とは、夜間、土曜、日曜、休日開館要員である。

（平成13年５月１日現在）

Yamagata University Library

組織・機構
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Yamagata University Library

主なコレクション

受入年数　量旧蔵者内　　　　　　容文庫・文書名

昭和30年～

　　　32年

1,869冊高橋里美氏（元

山形高等学校校

長・東北大学学

長）

西洋哲学、特にドイツ哲学関係の図書。稀覯本多

数。ホームページに目録を掲載。順次画像による

資料内容を公開する予定。

高橋文庫

昭和41年542点佐久間森一郎氏江戸時代の和算家会田算左門安明の弟子の直系で

ある佐久間家所蔵の最上流算書、関流算書、福田

派算書、その他天文、暦、測量、航海、度量衡関

係の和綴書。ホームページに目録掲載。

佐久間文庫

昭和48年～

　　　51年

239点中条　敦氏米沢藩主上杉家家臣の中条家が伝来した鎌倉期か

ら江戸期にわたる文書。中世の政治・社会・生活

をうかがい知ることのできる文書で、平成４年６

月に一括して国の重要文化財に指定された。ホー

ムページに文書の画像と共に目録を掲載している。

中条家文書

昭和55年236巻市立米沢図書館所蔵の旧米沢藩主上杉家の藩政史

料4,892点のマイクロフィルム版。

上杉文書（マイクロ

フィルム）

昭和56年599冊柳原吉次氏

（元本学教授）

大部分は和算関係の資料。ホームページに目録掲

載。

柳原文庫

昭和61年1,281冊本叢刊は沈雲龍教授の主編によるもので、台北文

海出版社刊第一輯より、以下百輯によって成り、

1966年10月に「近代中国史料叢刊」第一輯が発刊

され、以下逐次刊行されて、1973年12月に「近代

中国史料叢刊正編」として全百輯の完結をみたも

の。

近代中国史料叢刊、正

編

平成６年568巻主に18～19世紀にイギリスで刊行された定期刊行

物162タイトルのバックナンバーで、政治・経済・

思想など多領域にわたる内容を含んでいる。ホー

ムページに目録を掲載。

Early  British  

Periodicals,（初期英国

定期刊行物コレクショ

ン、マイクロフィルム）

平成11年84冊理学及び工学の広い分野に関係する世界的数値

データ集。

Landolt-Boernstein : 

Numerical Data and 

Functional 

Relationships in 

Science and 

Technology（科学・

技術数値データ集）

..
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整備・改善のあゆみ

昭和51年度～昭和63年度～昭和50年度

中央図書館に参考調査係設置（昭51）
医学部分館設置（昭53）
管理係は総務係となった（昭59）

山形大学の設置に伴い、中央図書館、教育学部分館、
工学部分館及び農学部分館が設置され、中央図書館
に事務長、庶務、司書、の２係、分館にはそれぞれ
図書係を置く（昭24）
中央図書館事務機構改革、管理・目録・閲覧の３係
とする（昭30）
教育学部分館を中央図書館へ統合（昭38）
中央図書館に受入係設置（昭38）

組織・機構

図書館報「中央図書館」発行（昭41）総　　合

夜間開館１時間延長（昭54）夜間開館開始（昭41）
指定図書の開架サービス開始（昭41）
山形地区図書館連絡協議会発足（昭44）

サービス・

相互利用等

学術情報センターと接続（昭62）
電子計算機による閲覧業務開始（昭63）

電　子　化

上杉文書（マイクロフィルム）（昭55）
柳原文庫（昭56）
近代中国史料叢刊、正編　全百輯（昭61）

高橋文庫（昭30）
佐久間文庫（昭41）
中条家文書（昭48）

資　　　料

中央図書館書庫・閲覧室を増築（昭54）中央図書館新築第一期工事完成（昭28）
中央図書館新築第二期工事完成（昭33）
工学部分館竣工（昭39）
新中央図書館新築（昭40）
工学部分館増築（昭42）
農学部分館竣工（昭47）

施設・整備

目録システム地域講習会（２）
著作権セミナー（１）

職 員 研 修

山形大学附属図書館利用規則（昭63）山形大学附属図書館規則（昭25）
附属図書館図書整理規程並びに図書目録配列規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭26）
山形大学附属図書館文献複写規程（昭46）

規　　則・

そ　の　他
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平成８年度～平成元年度～平成７年度

電子情報検討専門委員会設置（平12）部課長制設置　１部２課８係（平４）
図書館自己評価委員会設置（平５）

学生用図書購入費用の学内措置開始（平８）
利用案内英文版発行（平11～）
「事業計画」作成（平10～）
学生証と図書館利用証の一元化（平10）

カード目録作成中止（平３）
自己評価報告書作成（平６）
中条家文書展開催（平４・平５）

工学部分館日曜日の時間外開館実施（平８）
中央図書館に衛星放送受信装置を設置し、CNNニュー
ス放映開始（平10）

NACSIS-ILL参加（平４）
土曜日の時間外開館実施（平４）

第２次図書館電子計算機システム更新（平８）
WWWによるOPAC検索サービス開始（平８）
図書館ホームページ開設（平８）
遡及入力第Ⅰ期５ヶ年計画に着手（平10）
第３次図書館電子計算機システム更新（平12）
CD-ROMネットワーク検索開始（Current Contents)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平９～12）
インターネット版データベースサービス開始（Web of 
Science, 雑誌記事索引）（平13）
中央図書館メールニュース配信開始（平13）

第１次図書館電子計算機システム導入（平４）
ＣＤ－ＲＯＭ検索サービス開始（平４）

Landolt-Bornstein科学・技術数値データ集（平11）Early British Periodicals（初期英国定期刊行物コレ
クションマイクロフィルム）（平６）

中央図書館サインの計画・整備（平11）
工学部分館増改築工事竣工（平12）
工学部分館に電動集密書架設置（平12）

入退館管理システム（平５）
自動貸出返却装置導入（平５）
中央図書館増改築工事竣工（平７）
中央図書館４・５階に電動集密書架を設置（平７）

大学図書館職員長期研修（２）
情報ネットワーク担当職員研修（１）
NACSIS-IR地域講習会（３）
漢籍整理長期研修（１名）
目録システム地域講習会（雑誌）（１）
NACSIS-ILL地域講習会（２）
著作権セミナー（４）
目録システム講習会（１）

総合目録データベース実務研修（１名）
目録システム講習会（２）
目録システム地域講習会（図書）（２）
NACSIS-IR地域講習会（１）
NACSIS-ILL地域講習会（１）
NACSIS-IR地域講習会（１）

山形大学附属図書館学外者利用内規（平10）
学生用図書運用の基本方針（平11）
オープンギャラリー開設（平10）

山形大学附属図書館貴重図書指定基準（平元）
山形大学附属図書館寄贈資料受入基準（平元）
山形大学附属図書館図書館資料の不用決定及び廃棄に
関する処理要領（平５）
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〒990-8560 山形市小白川町１丁目４－12

・利用についてのお問い合わせ：情報サービス課閲覧係

Tel：023－628－4912 Fax：023－628－4915

・レファレンスのお問い合わせ：情報サービス課学術情報係

Tel：023－628－4912 Fax：023－628－4915

開 館 時 間

　　　通常期 月～金曜日 9：00～20：00

土 曜 日 9：00～16：30

　　　休業期 月～金曜日 9：00～17：00

土 曜 日 閉 館

休　館　日 学生休業期の土曜日、日曜日及び国民の祝日、年末年始。

その他の臨時休館日。（臨時に休館する場合は、附属図書館ホームページ及び館内外の掲示板

等で知らせる。）

各館案内

面 積 7,626 ㎡

収容可能冊数 592,000冊

座 席 数 546席

竣 工 昭和40年3月30日

増 築 昭和46年2月10日

増 築 昭和54年3月25日

増 改 築 平成７年1月31日

中央図書館

情報プラザ

閲覧室（open gallery）

グループ学習用 閲覧用個室
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〒990-9585 山形市飯田西二丁目２－２
Tel：023－628－5054 Fax：023－628－5059

開 館 時 間

　　　通常期 月～金曜日 ９：00～20：00

土　・　日　　10：00～17：00

　　　休業期 月～金曜日 ９：00～17：00

土 ・ 日 閉 館

休　館　日 休業期の土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始。

その他臨時の休館及び開館時間の変更等については，その都度知らせる。

医学部分館では、平成５年10月から教職員、大学院生を対象に無人開館を実施している。平日は有人開館

の閉館時間の10分後から24時まで（有人開館を行なう土曜日・日曜日の９時から開館時間までを含む）及び

休館日の９時から24時までで、図書館資料の館内閲覧及び複写機の利用が可能である。

面 積 1,195 ㎡

収容可能冊数 77,000冊

座 席 数 76席

竣 工 昭和53年3月31日

医学部分館

ブラウジングルームに立つヒポクラテス像

閲覧室
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〒992-8510 米沢市城南４丁目３－16
Tel：0238－26－3019 Fax：0238－26－3408

開 館 時 間

　　　通常期 月～金曜日 ９：00～21：00

土・日・祝日 13：00～17：00

　　　休業期 月～金曜日 ９：00～17：00

土・日・祝日 閉 館

休　館　日 学生休業期の土曜日、日曜日及び国民の祝日、年末年始。

臨時に休館する場合は、その都度掲示やホームページで知らせる。

平成６年度から教職員を対象に休館日（休業期の土曜日、日曜日、祝日）に無人開館を実施している。開

館時間は９：00～17：00で、図書館資料の館内閲覧及び複写機の利用が可能である。

Yamagata University Library

各館案内

面 積 3,290 ㎡

収容可能冊数 280,000冊

座 席 数 350席

竣 工 昭和39年4月25日

増 築 昭和42年3月31日

増 築 昭和62年2月25日

増 改 築 平成12年1月28日

工学部分館

工学部分館全景

閲覧室
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〒997-8555 鶴岡市若葉町１－23
Tel：0235－28－2810 Fax：0235－28－2815

開 館 時 間

　　　通常期 月～金曜日 ９：00～20：00

土・日・祝日 13：00～17：00

　　　休業期 月～金曜日 ９：00～17：00

土・日曜日 閉 館

休　館　日 学生休業期の土曜日、日曜日及び国民の祝日、年末年始。

臨時に休館する場合は、その都度掲示やホームページで知らせる。

面 積 820 ㎡

収容可能冊数 52,000冊

座 席 数 80席

竣 工 昭和47年12月18日

農学部分館

農学部分館全景

開架閲覧室
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図書館の電子化

昭和62年10月 学術情報システムに接続。雑誌オン

ライン目録開始。

昭和63年 1月 電子計算機による閲覧関係業務開始。

平成３年 3月 情報処理センター機器更新に伴う図

書館の機器更新。受入関係業務開始。

平成４年 2月 第１次図書館専用電子計算機 NEC

S3100/50A及び図書館システムLICSU-V.4.0

の導入。

平成４年 4月 NACSIS－ILLシステム運用開始。

平成８年 2月 第２次図書館用電子計算機及び図書

館システムとして、リコー SPARCserver20

モデル 71及びLIMEDIO を導入。

平成８年 3月 OPACを学内LAN(YUnet)上でサー

ビス開始。

平成８年 9月 附属図書館ホームページを開設。

平成９年 3月 工学部分館にCD－ROMサーバ設置。

（Current Contentsのネットワーク検索サービ

スを開始）

平成９年 6月 中央図書館、電子メールによる文献

複写・図書借用申込み受付を開始。

平成10年４月 農学部分館、電子メールによる文献

複写申込み受付を開始。

平成10年 7月「山形大学附属図書館蔵書目録の遡

及入力第１期５ヶ年計画」に着手。

平成10年10月 中央図書館に衛星放送受信装置設置。

（CNNニュース放映開始）

平成11年12月 図書館報「やまびこ」電子化開始

平成12年 2月 第３次図書館用電子計算機及び図書

館システムとして、リコー GP7000S モデル 10

及びLIMEDIO を導入。

平成12年 2月 図書館協議会に電子情報検討専門委

員会を設置。

平成12年 3月 中央図書館、学外機関への WWW画

面からの文献複写・図書借用申込み受付を開始。

平成12年 5月 工学部分館、CD-ROMチェンジャー設置。

平成12年12月 評議会に「電子図書館的機能整備の

方策に関する報告書」提出。

平成13年 1月 医学部分館、土曜日・日曜日の開館

実施（10:00～17:00)。

平成13年 1月 中条家文書画像をインターネット公開。

平成13年 3月 中央図書館、CD-ROMチェンジャー設置。

平成13年 4月 中央図書館、１階に「情報プラザ」

を開設。

平成13年 9月 附属図書館ホームページをリニューアル。

平成13年 9月「Web of Science」「雑誌記事索引」

データベースのネットワーク検索サービス開始

平成13年11月 山形大学紀要全７分野を電子化して

インターネットに公開

平成13年12月「中央図書館メールニュース」の配信開始。

電子化の歩み

ホームページ
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無停電電源装置 

図書館業務用サーバー 
GP7000Sモデル10

無停電電源装置 

図書館検索用サーバー 
GP7000Sモデル10

中央図書館（電子計算機室） 医学部分館 

中央図書館 

イメージスキャナ 

パーソナルターミナル 
FMV6500DX4

パーソナルコンピュータ 
FMV6500DX4

ハンディ 
ターミナル 

プリンター 
IPSIO NX70

マルチ 
リーダー 

プリンター 
Pc-laser NX500

プリンター 
IPSIO NX70

プリンター 
Pc-laser NX100

業務用 
ワークステーション 

A 
B 
C
 

A 
B 
C
 

X端末 

X端末 

X端末 

X端末 

X端末 

X端末 

マルチ 
リーダー 

業務用 
ワークステーション 

X端末 

X端末 X端末 X端末 X端末 

GP400Sモデル5

S-4/5

マルチ 
リーダー 

業務用 
ワークステーション 

Toshiba 
as4030

マルチ 
リーダー 

業務用 
ワークステーション 

GP400Sモデル5

農学部分館 

パーソナルコンピュータ 
FMV6500DX4

他大学・研究機関 
企業研究所 

プリンター 
IPSIO NX70

マルチ 
リーダー 

業務用 
ワークステーション 

GP400Sモデル5

工学部分館 

LAN 
TCP/IP

パーソナルコンピュータ 
FMV6500DX4

プリンター 
IPSIO NX70

プリンター 
Pc-laser NX100

X端末 

X端末 

A 
B 
C
 

プリンター 
Pc-laser NX100

X端末 

X端末 

マルチ 
リーダー 

業務用 
ワークステーション 

GP400Sモデル5

学内ワークステーション 
＆パソコン 

インターネット 
（IP接続） 

国立情報学研究所 
（NII） 

図書館 
の機器 

現行システム 
機器 

総合情報処理 
センター機器 

図書館システムハードウェア機器の構成図
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統 計

総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学 

10%
5%

13%

20%
17%

11%

4%

7%

4% 9%

9% 5%

3%

10%

43%

9%

3%

2%

5%
11%

蔵書構成（和書） 

蔵書構成（洋書） 

平成12年度末

合計洋書和書

94,32626,33667,990総　　記

51,00515,57535,430哲　　学

97,0408,12188,919歴　　史

174,74131,230143,511社会科学

259,658135,436124,222自然科学

102,27728,54873,729工　　学

57,3347,45249,882産　　業

34,1148,94025,174芸　　術

39,16314,21524,948語　　学

97,74933,89363,856文　　学

1,007,407309,746697,661計

全館蔵書数

農学部分館工学部分館医学部分館中央図書館

計洋書和書計洋書和書計洋書和書計洋書和書

1,2641861,07818,83210,4908,34243415727773,79615,50358,293総　記

390133772,4902882,2021604311747,96515,23132,734哲　学

2,382682,3145,3203574,9634023889,2987,69481,604歴　史

9,3866258,76111,2121,07210,14061193518153,53229,440124,092社会科学

17,6896,57411,11546,58018,77727,80395,22162,92532,296100,16847,16053,008自然科学

10,3562,1898,16777,13324,90652,22736181814,7521,43513,317工　学

40,8005,84034,9609957592093365715,4461,50113,945産　業

386113752,6351582,47740431,0898,77122,318芸　術

734686664,2331,1393,0943254528033,87112,96320,908語　学

8153578011,9833,6278,35660194184,89130,21254,679文　学

84,20215,60968,593181,41360,889120,52496,98463,33833,646644,808169,910474,898計

各館の蔵書構成

2% 1%

13%

3%

16%

12%

1%1%

50%

1%
10%

1%

6%

3%

25%42%

3%
2%
1%

7%
0.45%
0.16%

0.04%
0.63%

98.18%

0.04%
0.01%
0.09%

0.06%
0.34%

11%

7%

14%

25%

16%

2%

2%

5%

5%

13%

総　記 哲　学 歴　史 社会科学 自然科学 工　学 産　業 芸　術 語　学 文　学 
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購入雑誌種類数

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成９
年度

平成８
年度

631637632652649和書中央図
書　館 686696713756778洋書

159157201132150和書医学部
分　館 499502505604593洋書

125123125133132和書工学部
分　館 178207208234245洋書

213210202195182和書農学部
分　館 121120122124119洋書

1,1281,1271,1601,1121,113和書
計

1,4841,5251,5481,7181,735洋書

購入図書冊数

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成９
年度

平成８
年度

5,7618,1957,1559,9377,062和書中央図
書　館 1,4942,0752,6022,7932,340洋書

431457376394423和書医学部
分　館 139168170173220洋書

9761,4139841,0531,092和書工学部
分　館 310262315359403洋書

1,0041,2301,0781,1631,299和書農学部
分　館 115119867375洋書

8,17211,2959,59312,5479,876和書
計

2,0582,6243,1733,3983,038洋書

所蔵雑誌種類数

館　　　　　　　　　　名
区　

分
合　計

農学部
分　館

工学部
分　館

医学部
分　館

中　央
図書館

13,8161,1362,0822,3068,292

国
内
雑
誌

6,4414041,0882,0652,884

外
国
雑
誌

20,2571,5403,1704,37111,176計 農学部分館 

工学部分館 

医学部分館 

中央図書館 

所蔵雑誌割合 

国内雑誌 外国雑誌 

100％ 

80％ 

60％ 

40％ 

20％ 

0％ 

購入図書冊数の推移 

平成8年度 平成9年度 

2,000

0

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成10年度 平成11年度 平成12年度 

和　書 

洋　書 

0

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

購入雑誌種類数の推移 和　書 

洋　書 
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Yamagata University Library

統 計

経　　費

平成12年度平成11年度平成10年度平成9年度平成8年度事　　　項

4,920,3055,527,4605,766,1398,556,9407,110,529学 生 用 図 書

図　
　
　

書

19,218,51318,774,07717,608,32917,518,15817,505,181学内措置学生用図書

51,470,31270,891,13481,626,63986,840,03768,932,310教 官 研 究 用 図 書

008,867,00000自然科学系特別図書

1,679,300759,000779,00000人文･社会科学系特別図書

64,360124,490157,960124,510124,680附 属 学 校 用 図 書

291,7805,197,7749,538,18610,499,0528,875,446図書館事務用図書

77,644,570101,273,935124,343,253123,538,697102,548,146小 計

3,833,4933,722,8503,371,0223,706,0263,774,532学 生 用 新 聞 雑 誌

雑　

誌

157,939,775178,838,639157,910,174150,087,983127,402,431研 究 用 学 術 雑 誌

1,265,6221,211,3691,264,9671,196,2181,174,285附属学校用新聞雑誌

675,000892,5751,139,8861,475,738928,814共同利用外国雑誌

163,713,890184,665,433163,686,049156,465,965133,280,062小 計

8,714,5957,808,5876,899,9696,714,2371,071,004ニューメディア資料

7,669,9656,555,8855,485,3205,614,5057,184,080製　　　本　　　費

257,743,020300,303,840300,414,591292,333,404244,083,292計

（単位：円）

図書購入費の推移 

万 
学生用 

1,000

0

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

教官研究用 

学内措置学生用 

雑誌等購入費の推移 

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 

万 

2,000

0

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

学生用新聞雑誌 

研究用学術雑誌 

ニューメディア資料 



─ 19 ─

参考業務と図書館間相互協力件数

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成９
年度

平成８
年度

4123046138231,258中央図書館
文
献
所
在
調
査

832852786679607医学部分館

101310162109工学部分館

381350282222210農学部分館

1,6351,5191,7821,7862,184計

9565195503638中央図書館事　

項　

調　

査

714771678428232医学部分館

311532858工学部分館

232181140121117農学部分館

1,0441,0281,0661,0801,045計

1,8219331,6731,8481,596中央図書館利　

用　

指　

導

886912799737668医学部分館

646376657965836工学部分館

281246155185203農学部分館

3,6342,4673,2843,7353,303計

830344326253198中央図書館相
互
貸
借
貸
出
冊
数

85355医学部分館

1810 24 30 14工学部分館

114 31  0農学部分館

867363356 289217 計

777494470 397 302中央図書館相
互
貸
借
借
受
冊
数

12196 98医学部分館

2825282617工学部分館

7515 07農学部分館

824543519 432334 計

1,5536104331,5504,142中央図書館文
献
複
写
受
付
件
数（
学
内
）

425358458551 463医学部分館

7139856166工学部分館

716472144 109農学部分館

2,1201,0711,0482,3064,780計

6,8123,4772,8052,1842,333中央図書館文
献
複
写
受
付
件
数（
学
外
）

5,0825,6156,3545,1623,867医学部分館

7895671,3871,416 981 工学部分館

698546 521 542 471 農学部分館

13,38110,20511,0679,3047,652計

4,2652,0541,5741,4501,471中央図書館文
献
複
写
学
外
へ
の
依
頼
件
数

3,6974,7453,9742,7132,519医学部分館

2,1311,840 2,430 1,9071,709工学部分館

1,4881,227 998 871 925 農学部分館

11,5819,8668,9766,9416,624計

事項調査 

文献所在調査 

利用指導 

参考業務の推移 

平成8年度 平成9年度 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成10年度 平成12年度 平成11年度 

相互貸借冊数(貸出)

相互貸借冊数(借受)
相互貸借冊数の推移 

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 
0

200

400

600

800

1,000

文献複写件数の推移 
受付件数(学内)
受付件数(学外)

学外へ依頼件数 

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 
0

5,000

10,000

15,000
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Yamagata University Library

統 計

蔵書データ件数

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成９
年度

平成８
年度

1,007,407991,331971,630952,849933,156蔵 書 数

413,842378,125340,436294,545265,508OPACデータ

593,565613,206631,194658,304667,648未入力件数

開館日数と利用状況

入館者数と貸出の推移�

平成8年度� 平成9年度�平成10年度�平成11年度�平成12年度�
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

館外貸出者数�

入館者数�

貸出者と貸出冊数の推移�

平成8年度�平成9年度� 平成11年度�平成10年度� 平成12年度�

※�

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

館外貸出者数�

貸出冊数�

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成９
年度

平成８
年度

268264270273271中央図書館

開
館
日
数

290281281279245医学部分館

299263328318312工学部分館

307308314281280農学部分館

291279298288277平　　均

184,089185,853220,308214,310217,400中央図書館

入
館
者
数

94,76481,53774,19070,74763,981医学部分館

157,484105,675176,237167,678153,855工学部分館

72,08177,79644,83835,04034,754農学部分館

508,418450,861515,573487,775469,990

17,34823,76825,17524,38624,226中央図書館
館
外
貸
出
者
数

5,4805,8054,9714,8594,935医学部分館

9,5646,25214,57213,62416,481工学部分館

4,4894,8545,7326,2466,686農学部分館

36,88140,67950,45049,11552,328計

32,923137,610130,877131,232151,130中央図書館

貸
出
冊
数

10,34415,1659,25713,99914,196医学部分館

18,74231,33049,12051,67549,505工学部分館

9,3188,73910,1339,6009,767農学部分館

71,327192,844199,387206,506224,598計

0％�

10％�

20％�

30％�

40％�

50％�

60％�

70％�

80％�

90％�

100％�

蔵書中のOPACデータ割合の推移�

平成8年度�平成9年度�

OPACデータ�

平成10年度�平成11年度�平成12年度�

未入力件数�

※平成11年度までは、教官に対する研究室貸出を含めて
いたが、平成12年度は除外したため減少した。
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