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JMLA 活動報告

韓国医学図書館協議会第 43 回秋季シンポジウム参加報告
児玉

閲*

NPO 法人日本医学図書館協会雑誌担当理事，東邦大学医学メディアセンター

今回，JMLA からの発表は， Two activity reports of

Ⅰ．はじめに

The Japan Medical Library Association

特定非営利活動法人日本医学図書館協会（以下，JMLA）

と題し，「東日

本大震災における日本医学図書館協会の復興支援活動」

と韓国医学図書館協議会（以下，KMLA）とは，協会役員

と2011年秋に開催された総会分科会「オンラインリソー

の人事交流を継続的に行っている。JMLAは5月の総会・分

スのゆくえ」の報告を行った。

科会にKMLAを，KMLAは秋のシンポジウムにJMLAを，

「東日本大震災における日本医学図書館協会の復興支

それぞれ招待する。今回，JMLAを代表して，KMLAの第

援活動」では，日本の被災状況，地震によって被害を受

43回秋季シンポジウムに参加する機会を得たので，報告する。

けた図書館，医療従事者に対し JMLA は文献の無料提

Ⅱ．第 43 回秋季シンポジウム

供や，重複雑誌交換での優先提供などの活動をしたこと
を紹介した。具体的な被災例として，東北大学附属図書

KMLA の第 43 回秋季シンポジウムは，2011 年 10 月

館，北里大学医学図書館，東京女子医科大学図書館から

13 日（木）〜 14 日（金）に韓国・丹陽で開催された。

写真を借用し，被災直後の倒壊した書架や，その後の回

丹陽はソウルの南東約 120 km，車で約 2 時間の場所に

復させた館内の様子を紹介した。書架が倒壊した写真を

位置する。丹陽には川を堰き止めて作ったダム湖がある

映すと，会場からどよめきが聞こえた。韓国では地震は

が，その湖は非常に広く，さらにまわりの山に奇岩が多

ほとんどないそうで，地震による被害というものは韓国

くあることから景勝地となっている。ソウルから手軽に

では実感されにくいもののように感じられた。

行けるリゾート地という印象であった。シンポジウム会
場は，この丹陽にあるホテルであった。

総会分科会「オンラインリソースのゆくえ」は，2011
年9月に行われた総会分科会のセッションの報告である。

シンポジウムは，10 月13日の午後に始まり，14日の昼

JMLA 加盟館が抱いている購読雑誌維持を条件とした従

過ぎまでのスケジュールで行われた。JMLA からの発表

来型コンソーシアム提案の課題，日本語資料の電子化の

やワイン講習などがあったが，一番時間が割かれていた

現状と課題について紹介した。

のは電子ジャーナル等のコンソーシアムであった。メイン
会場隣の別室では，出版社や代理店が展示を行っていた。

ワイン講習や，コンソーシアムの時も会場にいたが，
当然のことながら韓国語で話されるため，内容はほとん
ど理解できなかった。

写真 1．企業展示
*Tadashi KODAMA：〒 143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16.
（2012 年 3 月 23 日 受理）

写真 2．プレゼンテーション
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館内には，グループ学習室のほか，研究のためのラボ

Ⅲ．図書館見学

ラトリー，教材作成のためのスタジオもあり，教職員・

今回の訪韓に際し，ASAN Medical Center Library と

学生が利用できる。さらに電子掲示板があり，個人の

延世大学図書館の 2 箇所を見学させてもらった。この

IC カードで触れると，その人に関係する情報や，伝言

2 つの図書館の印象は，IT の積 極活用である。ASAN

などが表示されるとのことだった。

Medical Center Library はその趣は日本の医学図書館と

このように延世大学図書館は，IT 設備が充実してお

近しいものを感じたが，雑誌に関しては，電子ジャーナ

り，近未来型図書館を見ている印象だった。IT を活用

ルの導入が進み，カレントの印刷版欧米雑誌は少なかっ

することはできたとしても，ついついコストパフォーマ

た。著者が所属する図書館より，印刷版の購読は少な

ンスを考えてしまい，導入に躊躇することがままある

かった。1 館みただけでは判断できないが，
「日本では印

が，延世大学の場合は，圧倒的とも思われる利用者数で

刷版をどれくらい購読しているのか」と質問されたこと

あるゆえに IT が有効活用されるのであろう。

からも，電子化への移行は日本より進んでいる印象を得た。

写真 3．ASAN Medical Center Library

一方，延世大学図書館は，設備・サービスの IT 化が随
所にみられた。入館ゲートは，大型駅改札のように，2

写真 5．延世大学外観

箇所に 7 〜 8 台ずつ並べて設置されていた。閲覧室・学
習室は，館内に 6 箇所以上設置され，部屋によって設備
が異なっていた。学生は入館すると，すぐに座席予約機

Ⅳ．KMLA との関係

で，自分が利用したい部屋の空き席を調べ，予約をする。

今回の韓国訪問で，KMLA のみなさんの歓待ぶりが印

1日に3回まで予約できるとのことだった。新聞は50イン

象に残った。これは歴代の訪問者に共通する印象のよう

チほどのディスプレイを縦にして，そこに等身大の紙面

である。私自身も，初めて会った者であるにもかかわら

が表示される。画面はタッチパネル方式で，ページをめ

ず，とても親切に接していただき，韓国では快適に過ご

くる時も画面をなでるだけなので，直感的に操作できる。

すことができた。図書館はすでに引退したが，KMLA 創
立時のメンバーだった方にもお会いした。その際は，元
東邦の井上英新さん，元東京医大の菅利信さん，元慶應
の天野善雄さんなどのお名前を何度も耳にした。KMLA
創立直後は，彼らの支援があったようで，自宅に招く
など，お互いに行き来があったとのことだった。初めて
訪れた私を歓待してもらえるのも，井上さんや菅さんな
ど，大先輩の功績によるものだということを改めて理解
した次第である。懇親会などでは「彼らはいまどうして
いる？」と問われることが多く，菅さんが 2010 年に亡
くなったことを伝えると，たいへんショックを受けられ
ていた。JMLA80 周年記念誌に掲載された，菅さんへの
追悼文を韓国語に訳していただき，KMLA に送付した。

写真 4．新聞ディスプレイ
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今回 KMLA の方から，コンソーシアム事情について

理事にすぎない私では即答できないので，持ち帰り，理事

話を聞くことができた。日本では JUSTICE 登場により

会に諮ることを伝えた。これについては，2012 年 5月の総

JMLA／JPLAコンソーシアムのあり方が問われることに

会時に，ビジネスミーティングを開くことが内定した。イ

なったが，KMLA も同様な問題を抱えていた。版元・代

ンターネットの普及により，我々を取り巻く環境はグロー

理店との契約においても，日本と韓国とで，同じ問題・

バル化されつつある。KMLAとJMLAとの関係も，偉大

異なる問題があり，医学図書館同士の意見交換は有意義

な先人が築いた友好関係を，双方の協会事業に役立つ戦

であると感じた。

略的関係に発展させる時期に立ったと感じた。

韓国の母国語資料の電子化状況を聞くと，非常に少
なく，ニーズも少ないとのことだった。医学教育が英語
で行われることが多いので，そこが日本の事情と大きく

Ⅴ．おわりに
今回，シンポジウムに参加する機会を得たことで，

違うところであろう。母国語資料の電子化への関心は

KMLA について，韓国の図書館について，韓国につい

少ないが，逆に診療ガイドラインへの関心は高かった。

て，いろいろと知ることができた。また個人としても興

KMLAではJMLAのような事業はまだ始まっていないが，

味を得ることができた。韓国では，元気のよさ，活気を

将来を見据え，JMLAの事業に注目しているようである。

強く感じた。シンポジウムに参加している人たちも元気，

韓国と日本，国家としての事情は違うが，同じ主題を扱

町で出会う人も元気だった。そういう人たちに出会って，

う専門図書館として共通項は多い。相互に情報交換する

自分も元気をもらうことができた。今回，このような機

ことでお互いフィードバックできることは多くありそうで

会を与えてくれた KMLA，JMLA に感謝するとともに，

ある。KMLA からは，総会・シンポジウムの人事交流だ

これからも大勢の人がこの元気を体験できるよう，両協

けでなく，ビジネスミーティングの開催を提案された。一

会の交流が続くことを願っている。

写真 6．集合写真
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