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ラーネッド記念図書館にパソコンコーナーを新設!

β

European

Documentation centre)は、欧州委員会(The
European commission)が欧州統合の研究を促
進し、またEU (欧艸1連合)およぴその政策に関す
亜

の大学等約600機関に設置しているものです。
現在、臼本では19大学にEDCが設置されていま
す。本学は]976年に国内3番目のEDCとして設置さ
れ、以来20年余りの間法学部研究室で運営してき
ました。

]998年4月、 EDC設置の趣旨を尊重し、学内利用
者や広く一般の方々に利用時間・立地場所等の便
宜を図るため、学術情報センター(今出川図書館)
に移設しました。

図書館玄関左1こ設置した「EU資料センター」に配架
しています。

また、閉架書庫に配架している資料については
DOORSで所在を確認し、メインカウンターでで請

本学のEU資料センターには、 EC官報、欧艸1裁判

求ください。 DOORSでヒットしない場合はメイン

所判例集、統計、 COM資料などを含むEUの公式

カウンターまたはレファレンスカウンターでで相

出版物がルクセンブルグにあるEC出版局から送ら

談下さい。

れてきます。その中で利用頻度の高い資料は今出川
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今出ノ//図書館へ移設四8年4万)

る情報を一般の方々にも提供するために世界各地
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.EU資料センターへどうぞ!
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風ヨ NEVVS &お知らせ

EU資料センター( EDC
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風コ学術情報センター所蔵資料の紹介
風コ CD‑ROMを使いこなす(文献情報検索)
興ヨフランシス・キング文庫が開設されました
再ヨ学術情報センターホームページの紹介^種講習会のお知らせ
メディアエ房の機能増強について大型計算機の2000年対応について
、 情報処理実習教室新規導入ソフトウエアについて
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興ヨ EU資料センターへどうぞ!
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目次

これは、最近20日間分のEC官報(しおよぴCシリ
ーズ)や法令や判例をキーワード検索して、フル
テキストで入手できるというサービスです。いま
までは有料データベースでしかできなかつたこと
が無料で、しかも誰でもできるようになったので

豊

す。ユーザー自身がホームページ上で登録すれぱ
データベースにアクセスできる旧とパスワード(]
ケ月間有効)をEメールで送ってきます。
このデータベースは毎日正午に更新されますの
で、タイムリーに情報を入手することができます。
EU資料センター内にもパソコンを設置しています
が、インターネットでの利用はどこからでも可能

EU資料センターは9:00より閉館の30分前まで

ですので、試してみて下さい。

(開講期2]:30まで)自由にそ利用いただけます(開
館日程表をで参照下さしD。
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欧艸1委員会はインターネット上にホームページ
を開設して、 EUの目標や政権に関する情報をEUの

(http://europa.eu.int)
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このサーバーを通じてEUの歴史や今後の予定、

の Casolew

機構について知ることができます。また、 ECUの
換算率や、毎日の記者発表(press releases)、

晋

速報(RAPID)、統計資料(EUROSTAT)などの

おわりに

最新情報を知ることができます。 EC官報(しおよ

EUは経済や政治に限定したものではありません。

ぴCシリーズ)、条約、現在有効な法令や、欧艸1裁

環境問題や男女雇用機会均等問題、欧艸1文化首都、

判所の判決なども提供しています。

教育計画などさまざまな分野があります。 EU参加
国ぱかゆでなくロシア、東欧諸国、中東アジア諸国

五UR、ιeX イ無料データベース)の開始
4月23日からデータベース検索システムである

とも関わっています。1999年]月1日のユーロ発行に

EUR・LeXというオンラインサービスが、この

向けてEUはもとより、関連の深い日本やアジアも

Europaサーバー上で新たに開始されました。

影響を受けるようです。新聞やニユースで「EU」「ユ
ーロ」などという言葉をキャッチしたら、今出川図

(http://europa.eu.inveur・1ex)

書館のEU資料センターをどうぞそ利用ください。

ト 2 蚕

.ラーネツド記念図書館にパソコンコーナーを新設!
情報化社会の現代、情報は多種多様な媒体で提供さ

できます。検策したデータは、各自のフロッピーディ

れています。学生がユーザー1Dを取得し、インターネ

スクにダウンロードすることもできます。多量のデー

ツトやE・mai1を利用し、情報検索を行うことが、学生

タを出力格納するには、 DOORSのラインモード検策

生活の一部となってきています。

が便利です。

学術情報センターでは、このような状況に対応する

なお、 Tera Termを使用するためには、ゲートウエ

ため、昨年、今出川図書館にパソコンコーナーを開設

イサーバのユーザ旧が必要です。頌真館の情報システ

いたしましたが、本年はラーネッド記念図書館にもパ

ム課へ申請してください。

ソコンコーナーを新設いたしました。
一階に32台、二階に]2台の端末と1台のプリンタ及ぴ

CommuniNet

巧台の貸出用ノートパソコンを用意しております。

CommuniNetはホストコンピユータを起動させるソ

なお、機器のトラブルが発生したときは、二階カウ

フトです。ただし、パソコンコーナーからは、

ンターに、お尋ねください。

DOORSだけを起動させることができます。従来の

開設時問(開講期)

DOORS検策専用機と同じ作業ができます。ただし、

月曜日 金曜日 9:00 ]9:30
土曜日

ノートパソコンは、使えません。

9:00 ]5:30

、休講期は変更があります。

利用の際のマナー

提供ソフト

パソコンヨーナーに設置されているパソコンや貸出

MS・vvord (ワープロソフト)、 MS・Excel(表計算

用ノートパソコンは、教育研究目的のためのものです

ソフト)、 MS・povveゆoint (プレゼンテーションソフ

から、ゲームをするといったことは禁止されています。

ト)、 Netscapecomrnunicator,丁eraTerm,

本来の目的に沿った利用を心がけてください。また、

CommuniNetの6種類です。

これらのパソコンは、皆さんで共有して利用するもの
です。個人が所有しているものではありません。個人

で持ち込んだソフトをインストールして利用したり、

Netscepe communicator
Netscape communicatorはホームページの閲覧

諸々の設定を変更することは絶対にしてはならないこ

ソフトです。

とです。

まず最初に、同志社大学のホームページが起動されま

なお、パソコンコーナーの設置に伴い、喫煙室(3階

す。そして、目的のホームページのURL(ホームページ

北側)以外は全館禁煙です。

のアドレス)を入力、あるいはYahoo!等の検策サーピ
スを利用することによって、世界中のサーバにアクセ
スできます。

自目弧

Tera Term

TeraTermはインターネットの通信ソフトです。
これを用いることにより、電子メール(E・mail)の送

受信ができます。電子メールはコンピュータ同士をつ
ないだ回線を使って相互にメッセージを伝達するコミ
ユニケーションの手段です。同志社大学内だけでなく、
インターネットに接続されている組織のユーザともメ
ールの交換が可能です。
また、 Telnetを使って、 DOORSを検策することが

■ 3 司

.学術情報センター所蔵資料の紹介
SHOAH(ショア)全4巻ビデオ

〔関連資料〕
「ショアー』の衝撃

(請求記号: V7 船4)

鵜飼哲高橋哲哉編

信青求記号:フ78.235 L163・]F)

ナチスによるユダヤ人の大虐殺について、過去の映
ソヨ

ア

クロード・ランズマン著高橋武智訳

SHOAH

像や資料、音楽やナレーションは一切使わず、今生き

信青求記号:フ78235 L170・]F)

ている関係者の証言とその証言に関わる現在の映像の
みで構成された作品。

ヨーロッバ・ユダヤ人の絶滅

監督は、現在サルトル創刊の雑誌現代の編集長

ラウル・ヒルバーグ著

を務めているクロード・ランズマン。
]974年夏から製作に着手し、]4力国の予備調査、]0

望田幸男原田一美井上茂子訳

回の旅行での350時間に及ぶ撮影、ほほ5年の編集作業

(請求記号:316.88 H545‑1F)
左記の映画 SHOAH の証言者の一人でもあるラ

等を経て、]985年に完成をみた。

ウル・ヒルバーグによって書かれたもの。

ドイツ語・ポーランド語・フランス語・英語・ギリ
シア語等で語る証言者たちの肉声が、ヨーロッパ・ユ

彼は]948年からヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅の研究

ダヤ人の3分の2にあたる600万人がどのように殺された

に単独で取り組み始め、]9田年に本書の初版を発行し

かを物語る。そして、そのような極限状況で証言者た

た。本書は]985年の英語の改訂版の翻訳であるが、彼

ちがどのように生きたのかも・・・。

は版を重ねる度に大幅な加筆訂正を加えるため、事実

SHOAHとはへブライ語で際色滅、破滅」の意。

上この日本語版が『The destruction of the

H010caust (ホロコースト)が「大量虐殺」の他に

EuropeanJevvS の最新改訂版ということができる。

「ユダヤ教の全蟠祭で獣を丸焼きにして神前に供えるい

彼は序文にもあるように、迫害者がユダヤ人に対し完壁

けにえ」をも指すことから、ランズマン監督はこの作

を期して採った諸方策を漏らさず記録するために常に完

品をSHOAHと名付け、このタイトルで全世界に公開

全を期しており、この姿勢に貫かれた本書は現在までこ

した。

の分野の最も権威ある書として広く読まれている。

SHOAHは9時間半という上映時間にも拘わらず(ビ

「本書のホロコースト研究における最大の貢献は、

デオは54]分)大きな反響を呼ぴ、]986年のべルリン映

なんといっても膨大な資料に基づく全ヨーロッパ規模

画祭での国際批評家連盟賞受賞をはじめとして各国で

でのユダヤ人絶滅過程の具体的で、生々しい記述であ

数々の賞を受賞している。

ろう。ユダヤ人がどのように絶滅されるにいたったの

かが、圧倒的迫力をもって描きだされている。」(訳者

日本では]995年に自主上映(本学でも田辺キャンパ

解説下巻424頁)

スで上映)や衛星放送で放映されているだけであった

この名著は]992年秋からほほ5年をかけて日本語に翻

が、パリの封切りに遅れること]2年、昨年よゆやっと

訳された。翻訳者の一人望田幸男は、本学の文学部

一般公開が実現した。

文化学科文化史学専攻の教授である。

映画の最終場面が象徴しているように、 SHOAHは
けっして過去の出来事ではない。触れることもなく簡
単に人を殺すことも可能な現代にあって、私達一人一

今回こ紹介した資料はすべて両校地で所蔵しています。

人がどのように生きることができるのかを考えるため

ビデオについては、マルチメディア・ライブラリーで
こ利用ください。

にも、是非多くの方に見ていただきたい作品です。

ト 4 d

.CD、ROMを使いこなす(文献情報検索)
●前方一致・完全一致検索●

雑誌記事索引

通常の検索は前方一致検索を行います。完全一致検

索を行うには、入力の検索キーの最後に「」を入力

このソフトウエアは、国立国会図書館が所蔵する学

します。

術雑誌約3,300誌に掲載された論文の記事データをCD・

伊上チョウデンドウ

ROMによって検索するシステムです。
●検索キーの内容●

●論理演算検索●

①論題中の単語、論題名、著者名、雑誌名

(])メニユー検索画面での項目間のAND ・ OR検索は、

検索キーとして表記形のキーとヨミのキーがありま

す。読みで検索する場合は、カタカナ、英数字、記号

件貪索内容」でのAND ORの指定で検索できます。

で入力します。表記形で検索する場合は、その表記の

※刊行年月、雑誌巻号については、 OR指定がされてい

通りカタカナ、ひらがな、英数字、記号、漢字の入力

てもAND検索を行います。

をします

(2)]つの項目内で組み合わせ検索を行うには、検索キー
と検索キーの問に論理演算子を入力します。

このとき、カタカナ、英数字、記号は半角文字でも

伊上 A*B

全角文字でもかまいません。ただし、記号の*と+およ
ぴ#は論理演算子ですが項目内では#は使用できませ

③複数のキーを組み合わせて検索する場合の優先順位

ん。

は左から右になります。ただし、()指定がある場合

②分類コード

はカッコ内を優先します。

分類コードは、データそのままを入力して検索しま

仮上A*B+C A*旧+C)

す。

「雑誌記事索引」の他に、国外で出版された文献情

③ISSN

報CD・ROMとして以下の2本があります

ISSNは「国際標準逐次刊行物番号」のISSN番号8桁
(ハイフンは除く)で検索します。

Social sciences lndex

④ISBN

ISBNは「国際標準図書番号」のISBN番号]0桁(ハ

このCD・ROMは、アメリカおよぴ国外で出版された

イフンは除く)で検索します。

英文定期刊行物(雑誌等)約300誌をソースとする社会

⑤請求番号

学全般の文献情報です。
収録期間:]983年4月以降

国立国会図書館の請求番号を入力して検索します。

⑥刊行年月
Humanities lndex

刊行年は、西暦で指定します。指定年月のときは、

このCD・ROMは、人文科学分野の代表的な英文定期

開始年月のみ入力します。範囲指定のときは、開始年

刊行物(雑誌等)294誌を対象とした文献情報です

月と終了年月を入力します。

⑦雑誌巻号

収録期間:]984年2月以降

雑誌巻号も刊行年月と同様です(通号のみの場合は、
巻に入力します)
※刊行年月と雑誌巻号は絞り込み項目のため、この項
目だけでの指定はできません。

ト 5 司

.フランシス・キング文庫が開設されました
現代イギリス文学を代表する著名な作家の一人であ
るフランシス・キング氏は、]959年から4年半の間、京
都ブリティッシユ・カウンシルの館長を、1986年から

円89年まで国際ぺンクラブの会長を務められました。
京都を、そして桜をこよなく愛される方であり、主な
著書には、サマセット・モーム賞に輝いた邵扇てるjl、
日本で執筆された税関や、家畜』『闇の行為等
があります。

今回、フランシス・キング協会よりの申し出を受け、
今出川図書館特別閲覧室にフランシス・キング文庫を
開設することになりました。

利用については、①本学学生、②教職員、③日本フ

このフランシス・キング文庫は、キング氏から寄贈

ランシス・キング協会会員、④その他所長が入館を認

された自著、書簡、書評、草稿等を中心に、 200余点を

めた者とし、文庫内で閲覧することができます。(貸出

展示しており、今後もキング氏およぴ全国のフランシ

は原則として行いません。)

ス・キング協会会員より資料の寄贈を受ける予定とな

詳細については、今出川図書館那皆メインカウンター

つています。

でお尋ねください

.学術情報センターホームページの紹介一各種講習会のお知らせ一▼
学術情報センターでは、各種講習会を開催しております。

講習内容、日程などについては「学術情報センターホームページ」のトップページから講習会案
内のぺージへりンクをしていますのでこ覧下さい。

直接入力の場合 URL : http://VVVVW].doshisha.8C.jp/ center/koshu.html

.......

ト 6 ぐ

Shockvvave イF/ash 2.0, for pirector)(プラグイ
■

メディアエ房の機能増強について

ンソフト)

ブラウザを利用して音声、画像(マルチメディア)

今春、メディアエ房では、より高度なマルチメディ

データを再生することができます。

ア環境を実現させるために、ハードウエア・ソフトウ
エアについて、一部増強しました。
ハードウエアでは、最速のCPU (pentium Ⅱ

■

333MHZ)とDVD・ROM ドライブを搭載した、最新の

大型計算機の2000年対応について

西暦2000年における計算機のシステム日付の問題は

DOS/V機を2台追加しました。これにより、動画像編

大きく指摘されていますが、本学の大型計算機におい

集や音声編集処理が高速になり、快適にマルチメディ

ても、 OS等メーカ提供のプログラムを2000年問題対応

ア教材を作成することができます。また、最近、需要

可能なものにするため、夏期休暇中にバージョンアッ

が増えてきたCD・R書き込み処理をより高速にするた

プの予定(田辺校地では一部実施)です。既存のプロ

め、4倍速書き込みが可能なCD・Rドライブを3機追加し

グラムは、現在の利用に関しては特に影響はありませ

ました。この機器はCD・RVV書き込みも可能になってい

んが、利用者が個別に作成されたプログラムにシステ

ます。

ム日付を用いた処理がある場合(年度をまたいで時系

さらに、 A2サイズまでの高精細フルカラープリント

列に処理するような場合)については、2000年を前に

出力が可能なプリンタも]台導入しました。

してなんらかの手直しが必要となる場合があります。

ソフトウエアについては、ペイントソフト・3Dソフ

この利用者プログラムの変更は、各利用者の作業とな

ト・3Dアニメーションソフト・音声編集ソフト・Java

りますので、こ留意ください。なお、より具体的な情

編集ソワト・vveb用オーサリングソフトを増強し、よ

報については、順次お知らせする予定です。

り高度なホームページ作成が可能になりました。
今回導入した機種名、ソフト名および利用方法につ

2000年問題とは

いてはメディアエ房のホームページをそ覧ください。

現在の計算機システムが持つ日付は、西暦年下2桁、
月2桁、日2桁の6桁で構成されており、 OSをはじめと
■

情報処理実習教室新規導入ソフトウェアについて

するメーカ提供のプログラムも、利用者が開発したプロ

舮

グラムについても、その6桁を基準に処理が行なわれて

本年度より両校地に、以下のソフトウエアを導入し

いるのが現状である。

ました。

プログラム上西暦4桁表記が必要な場合、前に]9とい

Aι̲・ハ,1ai/ ver.1.01 (メールソフト)

う文字を付加するだけといったプログラムも実際に存在

FDにアカウント情報、署名、アドレス帳を設定すれぱ、

する。このようなプログラムでは、 2000年になると]900

FDを利用してメールの送受信、保存等が行なえます。

年として処理されることになる。また、6桁のままのデ

F7P・EXP/orer ver.1.00 (FTPソフト)

ータを保存し、年をまたいで時系列に処理するような場
^

サーバのウィンドウをひとつのフォルダのように扱

「コ、

年の大小関係が逆転し、データの並ぴが不正となる。

このようなことが、ユーザ作成のプログラムだけでなく、

え、 Drag&DroPでファイルをダウンロード/アップ

メーカ作成のシステムプログラムでも起こりうる。

ロードできます。また別ディレクトリに移動したゆ

システム系のプログラムについては、この問題を回避

複数ファイルの同時ダウンロードも可能です。

するための対策や、システム日付を西暦4桁で取り出せ

Tem Term pm ver.2.2 (通信ソフト)

るルーチンを付加したプログラムが提供されており、そ

VvindowS標準のTelnetで問題のあったスクロール

れらへのバージョンアップが必要となる。

ユーザ作成のプログラムにおいても、その仕様に応じ

バッファサイズの問題が解消されました。

て対処の要否・対応策が異なるが、データの持ち方を2桁

Acmbat 月eader3.OJ (プラグインソフト)

から4桁へ変換するなどマスタデータの構造変更が必要な

PDF形式のファイルを閲覧するためのソフトです。

場合など、システム全体への影響は大きなものとなる。

トフ司
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※今出川図書館の閉架書庫、講武館書庫の資料請求は閉館1時問前に締め切ります。
※大型計算機の利用は、火曜日は17.00まで、月末は18.00までとなります
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ラーネッド記念図書館
1パリ]刀・ア・、マ1伝メティアラ0ラリ・ 0園
, 1階読書室
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※ラーネッド記念図書館の書庫は閉館30分前に閉室します。
※大型計算機の利用は、火曜日は]7 00まで、月末は18 00までとなります。

学荷情穀センター施設のヂ4屑にクいて

ヂ4屑笑内の配布について

学術情報センター施設の入館、入室およぴ資料

学術情報センター利用案内(]998年度版)を
両校地図書館、計算機室窓口等で配布しています。

の貸出、閲覧等の利用には「学生証」等または
「社員証」が必要です。

f利用オードy について
「学生証」等または「社員証」の交付を受ける
ことができない方が図書館を利用する場合には、
「利用力ード」が必要ですので、両校地図書館カウ
ンターで発行手続をとってください。
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