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https://www.google.ca/maps/place/Ontario/@61.9725253,-104.8729828,4z/data=!4m5!3m4!1s0x4cce05b25f5113af:0x70f8425629621e09!8m2!3d51.253775!4d-85.323214

人口

約3800万人
*2020年
Image source: Wikipedia

Statistics Source: Statistics Canada
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https://www.google.ca/maps/place/Ontario/@61.9725253,-104.8729828,4z/data=!4m5!3m4!1s0x4cce05b25f5113af:0x70f8425629621e09!8m2!3d51.253775!4d-85.323214

オンタリオ州
1473万人

トロント市

カナダの最大の都
市
約290万人
＊2020年

Great Toronto 
Area
600万人以上

Image Source: Google Maps, Wikipedia

Statistics Source: Statistics Canada
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トロント大学
1827年に設立

プログラム数: 980以
上

教職員: 14,468
スタッフ: 7,405
図書館司書: 158

学生登録: 90,007
留学生: 19,187
 日本からの留学生: 211

https://www.utoronto.ca/about-u-of-t
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トロント大学図書館
 3 キャンパス

 St George Campus
 Mississauga
 Scarborough

 44個の図書館
所蔵数

紙書籍1950万以上
電子書籍640万以上
アーカイブ資料

スペシャルコレクション
Image source https://onesearch.library.utoronto.ca/library-info/ROBARTS

https://www.utoronto.ca/about-u-of-t/quick-facts
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東アジア図書館
所蔵数は60万冊を超える

中国語

日本語

韓国語

チベット語

日本関係資料コレクション
 紙書籍 約20万冊
 日本語のデータベースを購読

 新聞データベース（聞蔵II、ヨミダス歴史館、日経テレコン２１）
 レファレンス（ジャパンナレッジ (JK Booksを含める))
 索引 雑誌記事索引集成データベース
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日系カナダ人アーカイブ（抑留・リドレス運動）関係資料
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オンタリオ州
新型コロナウイルス
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Johns Hopkins University 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2020.11.26

2020.10.27
74,867

2020.11.26
111,376

2020.12.9
未定 10



2020.10.27
74,867

2020.11.25
107,883

2020.12.9
未定

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=gc-hc-sc-coronavirus2021-ao-2021-0005-396055227&utm_medium=search&utm_source=bing-ads-
1242448631827600&utm_content=text-en-&utm_term=covid
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オンタリオ州経済再開（段階的アプローチ）

オンタリオ州では図書館がStage 2に含まれる（7月24日～)
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https://covid-19.ontario.ca/data

オンタリオ州新規感染者数 －10月27日迄のデータ

ステージ 再開許可

Stage 1
3月24日～6月23日

新規感染者数
4月24日 640人
6月23日 216人

緊急事態宣言
必須ビジネスの営業

食料品スーパー、デリバリの
みのレストラン、酒屋、薬局、
ガソリンスタンド、葬儀場、ホ
テル、銀行、緊急治療のみの
動物病院

Stage 2
6月24日～7月30日・10/10

新規感染者数
6月24日 163人
7月30日 89人

レストランやカフェの外席営
業やショッピングモール、美
容室などの営業も再開

図書館がステージ2に含まれ
る

Stage 3
7月31日～10月9日

新規感染者数
7月31日 134人
*8月11日 33人
10月9日 939人

バー、レストラン、ジム、映画
館やエンターテインメント施設
での屋内ダイニングのほか、
人の集まりも10人から50人に
増加でき、屋外集会の制限
は100人まで可能となる
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https://covid-19.ontario.ca/data

オンタリオ州新規感染者数 －11月25日迄のデータ

新規感染者数
4月24日 640人
(封鎖段階)

6月24日 163人
ステージ2

8月11日 33人
ステージ３

11月23日 1589人
(封鎖段階)

14



ステージ 日付 アクション

１ 3月16日 図書館のスタッフに在宅勤務の命令

１ 3月23日 カナダへの渡航者に対する入国制限
（留学生が影響を受ける）

１ 3月24日 オンタリオ州緊急事態宣言 ; 不要不急の施設閉鎖命令

1 3月27日 出荷部門を含めて、図書館完全閉鎖

1 4月24日 北米のデータベースプロバイダーからのアクセス拡大

1 4月30日 HathiTrust ETAS 

2 6月24日 Curbside Pickup Service（予約貸出サービス）

3 8月21日 トロント大学出荷部門が再開

3 9月10日 予約制の学習スペース

2 10月13日 限定閲覧サービス（東アジア図書館・貴重書図書館・アーカイブ他）

2 10月21日 Scan & Delivery（雑誌論文のみ）

1 11月23日 限定閲覧サービス臨時停止 (partial lockdown)

封
鎖
段
階

トロント大学のサービスタイムライン
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COVID-19 学習・研究継続戦略: 2020-2021

トロント大学の学部のための授業継続計画ガイドライン
https://www.vpacademic.utoronto.ca/quality-assurance/workshops-presentations/academic-continuity/covid-19-academic-continuity-
strategy-2020-2021/
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授業のハイブリッドモデル

Creator: Nick Iwanyshyn/University of Toronto | Credit: Nick Iwanyshyn
Copyright: © 2019 University of Toronto. All Rights Reserved
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在宅勤務➡ ワークライフバランスが取りにくい

MS TeamsやZoomミーティングの数の増加➔疲労

Zoom fatigue
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テクニカルサービス
選書・受入

予算が未定で発注できない
閉鎖によって出荷の受取も停止

目録作業 (書誌レコードのメンテ
ナンス・改善）
物理的なものがなくてもできる作業
日本語が抜けているフィルドを入力
内容に関する注記を入力 (505)
ベンダーのリストのISBNで検索
➡コピーカタログ 21



ステージ１
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図書館閉鎖

電子資料・電子書籍へのアクセスを中心に(購読
+OA)1日平均156人

日本語の電子資料リスト 23



バーチャルレファレンス

Reference Dept.
チャットレファレンス

東アジア図書館

 専門司書
 中・日・韓国語が
できるスタッフ

 学生アルバイト

専門司書
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秋学期のオリエンテーション
https://east.library.utoronto.ca/east-asian-library-orientation
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ステージ２・３
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トロント大学所属新規感染者数

3月14日～11月13日
85人
https://www.utoronto.ca/utogether2020/covid19-dashboard

自己健康チェック
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Red Statusの場合
Step 1 大学の看護婦に報告

Step 2 施設の消毒手順

Step 3 コンタクトトレーシング

自己健康チェック
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館内のコロナ感染予防対策
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ステージ２ 6月24日～提供

2020.6.24−2020.11.25
19,000件のリクエスト
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ステージ3 学習スペースを9月4日～提供

 閲覧席256

 コンピューター
ターミナル25

 先着順

 時間無制限

平日1日平均705人
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Limited Consultation Service
10月13日～提供・11月11日～臨時停止

貸出不可能の
資料を予約制
の閲覧サービ
ス

貴重書図書

東アジア図書
館

アーカイブ
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図書館からの教育支援

34



[T]he fair use of a copyrighted work, including 
such use by reproduction in copies ... for purposes 
such as ... teaching (including multiple copies for 
classroom use) ... is not an infringement of 
copyright."

著作権で保護された作品のフェアユース（コピーの複
製による使用を含む）。。。教育（教室で使用のための
複数のコピーを含む）。。。など目的で。。。著作権の侵
害ではありません

フェアユース・フェアディーリングの概念
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シラバスサービス
電子的コースリザーブ E-Reserve
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SCCOのシラバスサービス
 教員が作成するリーディングリストをSCCOに提出
 カナダの著作権法（Fair dealing）
 E-リソースの場合、既存のトロント大学のライセンス契約やポリシー

の確認
➡リーディングリストを教育プラットフォームに掲載
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電子的コースリザーブ（E-Reserve)

38

冊子体の各種資料を電子化し、一定期間教
育プラットフォーム（e.g.,Quercus、Blackboard)
に掲載

雑誌論文、本の章のPDFファイル

トロント大学の既存のライセンスされた電子書
籍や雑誌論文へのリンク
アクセスは受講する学生に限定



2020年の春・夏学期
131コースに対応
昨年より60%増加

2020年の秋学期
570コースに対応
2019年より80%増加

E-Reserveサービス統計

39

18,000点を
Quercusに
掲載



アメリカ・カナダ
利用可能な日本語の

データベース
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電子書籍サービスの試読
[Extensive Reading Trial]

 KinoDen

 Maruzen eBook 
Library

試読の条件

 5分間

 同時アクセス無
制限

 期間: 2020.5.31

フリートライアル

 聞蔵IIビジュアル

 ジャパンナレッジ (JK 
Booksを含む）

 ヨミダス歴史館

 毎索

 東洋経済DCL

 Japan Times Archives

トライアルの利用条件

 30人同時アクセス

 期間: 2020.4.30まで
➞2020.5.31まで延長

期間限定

無料コンテンツ

 ざっさくプラスの無償公
開 (20世紀メディア情
報データベースを含む)

 2020.5.31まで
➔2020.6.10まで延長

 J-DAC 「都道府県統
計書データベース」 無
償公開

 2020.4.2まで
➔2020.7.31まで延長

同時アクセス拡大

既に購読している機関に

 ジャパンナレッジ

 50人

 2020.6.30まで

 ざっさくプラス

 10人

 2020.5.31まで
➔2020.6.10まで延長

NCC経由で紀伊国屋書店や丸善雄松堂から期間限定アクセスに関するお知らせ
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同時アクセス数拡大
日付 サービス

４/13 丸善雄松堂からのお知らせ
人文系主要6出版社による教育・研究活動への支援
50人同時アクセス 2020.7.31迄
慶應義塾大学出版会・勁草書房 ・東京大学出版会・みすず
書房 ・有斐閣 ・吉川弘文館

4/17 丸善出版 ・丸善雄松堂

4/27 合計128社アクセス拡大

5/19 +19社が50同時アクセスを提供

6/7 +3国書刊行会・専修大学出版局・武蔵野美術大学出版部
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北米日本研究資
料調整協議会の

Digital
Resources
Committee
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北米の大学と日本
の大学の閲覧者の
数の格差

*日本語が読める利用
者

年間料金の高額

大学の管理者に必
要性を正当化する
ことが難しい
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データベース名 タイプ トロント大学

聞蔵II （朝日新聞） 新聞 グループ

毎索 （毎日新聞） 新聞 無

ヨミダス歴史館 （読売新聞） 新聞 グループ

Japan Times Archives 新聞 無

日経テレコン21 新聞 シングル

東洋経済デジタルコンテンツ 新聞 無

ジャパンナレッジLib 参考 グループ

Nichigai Web Services 参考 無

雑誌記事索引集成データベース 索引 グループ

Web大宅文庫 索引 無

20世紀メディア情報データベース 索引 無

購読モデル

シングル

グループ

追加コンテンツ

買切コンテンツ
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ccc
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電子書籍環境に
関する課題
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日本語の電子書籍環境に関する問題
点
E-Preferredコレクション構築方針への
シフトと課題
ポスト・コロナのコレクション構築に関
する考慮事項

ディスカッション
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Fabiano Takashi Rocha
Japan Studies Librarian

University of Toronto Libraries

+1 (416) 978-2300

fabiano.rocha@utoronto.ca
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