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田辺・知真館Ta・132教室(CAD教室)一設備・システムともに一新
U
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として、前年度に既に更新された情報処理実習教室
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タ及びソフトウエアが大幅に更新されました。原則
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1995年度、 TCI‑132教室のパーソナルコンピュー

鴫

謬、ぜ讐

システムの機能アップと処理スピードの向上を計り

・繍御

な
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能を利用できるようにした上で、 CAD信鋸ナ・製図)
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(以下、実習教室)との互換性を配慮し、同様の機
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快適なVvlnd口VVS環境を実現しています。
以下は、この新しい教室のあらましです。
自駒'^,主r点卜凱盃^・ピ'ユ?,.

建築デザイン

設置機器
パーソナルコンピュータには「日立製 FLORA
1010」を採用しました。このパーソナルコンピュー

ユータ2台に1台の割合で設置されたモニターに、

タのCPU(中央演算処理装置)は処理スピードを表

教師用パーソナルコンピュータの画面の表示、教材

す値であるクロック数が10OMHZで、他の実習教室

(書籍・プリント等)の表示、ピデオの映写がそれ

に設置のパーソナルコンピュータに比べて、約4倍

ぞれ可能となっておゆ、円滑な情報処理実習授業が

速くなっています。メモリ信己憶装置)については

できるようになっています。

24MBで、 CADソフトのような大容量のメモリを必
要とするアプリケーションソフトの実行を可能にし

口ADソフト

ました。さらに、画面上の製図処理を快適に行える

今までの「GMM」に変わって、 rAutooADJ
を採用しました。このソフトは世界で最も汎用的な

よう大型ディスプレイを採用しています。

CADソフトであり、従来のCADソフトとは異な

また、他の実習教室と同様に、パーソナルコンピ

砂 1 司

り、タブレット(座標読み取り装置)を使用しない

アプリケーション

で、他のWlndovvSアプリケーションソフトと同じ

口ADソフト以外は基本的には他の実習教室と同

ようにGUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェ

様、ワープロソフト(日本語・欧米語)、表計算ソフ

ース)とマウス操作により簡単に高度な製図処理が

ト、プログラミング言語であるF0月TRAN、C十十

できるようになっています。さらに、機械系設計製

をはじめとする各種流通ソフトウエアの利用か可能

図の操作性を高めるために「AutocAD」のアドオ

です。ただし、 CA1やBASI0言語については利用

ンアプリケーションソフト「Aut0設計屋」を採用

できません。

しました。このソフトでは、機械系設計製図でよく
利用する機能かアイコンメニュー化されていたり、

利用について

「下書き」「上書き」による製図が可能になっている
など、簡単に製図処理ができるようになっています。

この教室も他の実習教室と同様、計算機利用のユ
ーザ1Dを持っていれぱ授業がない時問帯に自由に利
用することができます。授業で実習教室を利用して

ネットワーク

いる学生だけでなく、利用手続きを行えぱその他の

他の実習教室と同様、大型計算機の他に、ネット

学生も利用が可能になります。手続きの詳細につい

ワーク基本システム「Netvvere」の導入により、

ては、頌真館1階・計算機室窓口(情報システム課)

rサーバ」と呼ぱれる共有のプログラムやデータ等

にお問い合わせください。

を収めたファイル管理装置と接続されています。こ

なお、これらの機器や各種ソフトウエアの利用に

の「サーバ」を介することにより、ファイルの共通

ついて、講習会を開催する他、一般利用の教室に補

利用や、学生用パソコンと教師用パソコンとの間で

助員がいて質問に対応しています。また、プログラ

授業の課題やレポートのやゆとりを行うことができ

ミングに関する相談コーナーも設けています。

ます。

CD・ROM近況 新着資料紹介
学術情報センターで提供しているCD・月OMデー
タベースから、最近導入したものを紹介します。

Eur口Stat・CD 1994

欧州連合に関するマクロ経済、地域統計、製品取
引等のデータと、データを定義・分類するのに用い
られる概念、方法、術語を収録。年2回更新。

G1口bal B口口ks in print plus

全世界で販売されている英文書籍のデータベース。

今出川校地図書館で利用。

毎月更新で、最新の出版書誌情報を入手することが
できる。日本語簡易マニユアル有。

CURRENT C口NTENTS

物理学、科学、地球科学に関する論文データベー
スで、最新1年分のデータが検索可能。データの更

Le Robert

フランスの代表的な国語辞典(全9巻)を収録。

新が毎週されるので、最新の情報を得ることができ

入力語、画面内の言葉からの検索が可能。

る。田辺校地ラーネッド記念図書館で利用。
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CD・翻訳図書目録45/92

e compendex plus

1945年 92年に出版された芸術、

4500以上の工学雑誌、技術レポート、会議録等か

^言五

^ロロ、

文学分野

こおける翻訳図書6万冊の書誌情報を収録。

ら文献書誌及び抄録を収録。年4回更新。田辺校地
ラーネッド記念図書館で利用。

CD・新訂現代日本人名録94
日本社会のピジネス、文化等のさまざまな分野で

NDL CD・R口M Lin巳雑誌記事索引
国立国会図書館発行の「雑誌記事索引」のCD・

活躍中の人物を中心に、約105,000人の情報を収録。

ROM版。論題中の単語、著者名、雑誌名などから検

人名だけでなく、出身校、勤務先、業績等から検索

索が可能。1990年以降のデータを収録。更新は年2

可'育三。

回。検索結果から関連情報へアクセスできるなど、
従来の冊子体に比べ、より網羅的に情報を得ること

ゼンリン電子地図'95
日本全国の地図を収録。最大縮尺は2万5千分の

ができる。

1で、地図上の文字情報を重視している。市外局番
や経度・緯度からの検索も可能。

CD・HIASK '93

朝日新聞の東京・大阪・西部・名古屋各本社の朝・
タ刊最終版を対象に約10万件の記事をフルテキスト

最後に
学術情報センターでは上記の新着タイトルを含め

で収録している。

30種類近くの口D・ROMを提供しています。いろい
キネマ旬報シネマデータベースアメリカ編

ろな種類のOD・ROMがあるため、利用の動機は授

キネマ旬報社が有する映画に関するデータの中か

業に関連しての利用や、好奇心からの利用、レボー

ら、アメリカで制作・公開された映画についてのデ

トの資料収集の手がかりなどさまざまですが、一度

ータを集めたもの。概略やスタッフ情報の他、スチ

使った人は再度利用することが多いようです。
CD・ROMの利用の際には、オンラインデータベ

ール写真やテーマ音楽、ピデオの販売情報なども収

ースのように難しいコマンドを覚えたり、検索時間

録。

を気にするといった必要がありません。自由な時問
に納得いくまで検索を行うことができます。利用者

平成6年版経済白書

のみなさんがCD・ROMをさらに有効に利用される

同名冊子の口D・R口M版。平成4 6年度分を収
録し任意の語からの検索が可能。本文中の図表もす
べて収録している。
新潮文学倶楽部
「新潮日本文学辞典」と「新潮世界文学辞典」の
2冊を収録。冊子体に含まれる全項目のほか、作品
朗読、作家肉声、作家の映像、スライドショー、資
料写真などを収録している。
口D・140万冊出版情報
戦後49年間に日本国内で刊行された図書の情報を
約M0万件収録。商業出版物のほか、官庁出版物、私
家版も収録している。
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ことを希望しています。

「特別研究図書費」による購入図書りスト a羽3年度)
特別研究図書費は、各学部研究室等でまかなえな

このりストは、関西四大学(関大・関学・立命・

い高額資料の収集や、共通利用が予測される資料の

同志社)が相互協力のために同様の情報を累積して、

収集・重複の防止等を目的として運用されています。

「関西四大学所蔵・大型資料一覧」というパンフレ

共同利用の観点から、学術情報センターが収集・管

ツトにまとめています。このパンフレットは両校地

理・運用を行なっています。

のカウンターに備え付けていますので、興味のある

下記のりストはこのうち1993年度に購入されたも
ので、すべて今出川図書館に所蔵されています。

方は申し出てください。
なお、1994年度購入分は未整理のものもあるため、
次号以降に紹介いたします。

資

料

名(分捌圓

The Ne゛1 York Times Book Review. Y巳日rS 1986‑1992

(Nevv York TimeSから独立したアメリカを代表する書評誌)
Netione11nventory of D口Oumentery sources in the united stetes
(全米各地の国公立公文書館や各種の図書館に収蔵された文書の目録)
Eerly printed B山les: pnnted Bibles end Bible Trenslation5
in th巳巧th end 16th centuries,
(]5・16世紀における最初期の印刷聖書及び多国語翻訳の聖書集成)
C011巳口ti口ns of Menuscnpts fr口m the Librery of The010gi0臼I seminery 口f America
(アメリカ・ユダヤ神学校図書館所蔵の図書の中から精選されたコレクション)
0011ection of uepen thr口Ugh vvestern Eyes
(幕末・明治期から現代にわたり欧米で刊行された総合的な日本論コレクション)

請求記号
PO]9 ; N
FF ; 3

(マイクロフィッシユ)
FF ;47

(マイクロフィッシユ)
FM ;105
(マイクロフィルム)
各資料別

岡山大学附図書館所蔵池田家文庫藩政史料マイクロ版集成「法制」分野
(岡山藩の公文書の中で、幕法・藩法・評定記録等の法制に関わる史料)

FM ;227
(マイクロフィルム)

Amerlcen civ" Llberties union 〔ACLU〕 Records and publicetions,1917‑1989
(全米最大の指導的人権保護団体であるAOLUの裁判記録や活動レポート)

FM ;108
(マイクロフィルム)

Records of the Fer Eastern commission

FM ;104

(連合国の対日占領政策決定機関であった極東委員会の公文書)
The Keynes papers : The dohn Maynerd Keynes peper5 Kin冒'5 C口11巳呂巳 Cembrid目巳
(ケンブリッジ大学キングスカレッジ所蔵のケインズに関する基本的な文書・記録集)
C011eotion of lndustriel Aocountin目
(ドイツの企業会計に関する基本的文献のコレクション)

(マイクロフィルム)
FM ;103

(マイクロフィルム)
各資料別

Brits Theses

(財務会計と監査に関連するイギリスの学位論文コレクション)

各資料別

Educetional Hist口「y end Th巳口ry
(教育の歴史と理論に関する英語文献のコレクション)

各資料別

青年団史コレクション
(青年団関係の文献・資料のコレクション)

各資料別

Solid weste p011Ution contr01に係る米国国務省資料集 19舶年版
(米国政府関係研究機関での調査研究報告皇のうち廃棄物関連の文献集)
Bib"口thece shekespeariene
Unit 11: The Litereture of Trevelin shake5P巳日re'S Time
Unit 31: sheke5P巳日「e B山Ⅱ0目「ephies end periodi口日IS
(シェイクスピアに関する文献およぴ書誌のコレクション)
The opie co"ection 口f 口hildren'S Litereture
(OP1巳夫妻が収集した20000余点の児童圭〔単行本・児童雑誌・絵本など〕)
Study of RU55i臼n Avent‑Gerde: Literetu「巳, Art, semiotics
(欧米で出版されたロシア・アヴァンギャルド文学・美術に関する作品、研究書)
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FF;Π

(マイクロフィッシユ)
FF ; 4

(マイクロフィッシユ)
FF ;45

(マイクロフィッシユ)
各資料別

どデオの世界一VIDEO WORLDattheTapeLibrary
学術情報の世界でも年々視聴覚資料の重要度は高

を詳細に紹介したものは現地に行ったような気分を

まっています。良い作品が数多く出版され、授業で

味あわせてくれるでしょう。また前2者はレーザー

もビデオが利用されることが多くなっています。分

ディスクでその鮮明な画質は美術鑑賞をより楽しく

野によっては映像の持つ直接的な力が学習・研究に

してくれます。「NHK日本の伝統芸能」「日本古典芸

大いに役立つことでしょう。まさに、百聞は一見に

能体系」といった日本の古典芸能分野も多く備えら

如かずといったところです。今回はテープライブラ

れておりよく利用されています。文学関連では、rThe

リーで提供している視聴覚資料のうち主にビデオ(レ

BBc shekesP巳日rejrsix centUΠ巳S of

ーザーディスクを含む)について比較的新しい資料

Versej「映像でつづるおくの細道」などがあります。

を中心に紹介いたします。現在ビデオは約6印タイト

その他実用的なものとして、「スボーツ・トレーニ

ル、1900本所蔵しています。ここで紹介しているの

ング」rウェイト・トレーニング・シリーズ」「わかる

は己く一部ですが、以下を参考にして大いに利用し

パソコン」「図書館の達人」といったものもあります。

てください。
一般資料
学術情報センターにおける一般的なピデオ資料の
収集はまだ歴史か浅く、後述の外国語関連資料のよ
うに十分なコレクションを有していると言う訳には
いきませんが、映像の特性を生かした資料を各分野
に渡つて幅広く収集するよう努めています。
歴史・社会分野で最近受入れた大型資料に rザ・
ワールド人類の軌跡」「現代日本の形成過程」があ
ゆます。前者は全26巻で、人類の起源から現代に至
る人間の歴史を多様な側面・視点で捕らえたもので

外国語関連資料

す。後者は全52巻、近代以降の日本の歴史・社会を

この分野はライブラリーとしての長年の歴史もあ

52の視点から映像化し、解説を加えたものです。

りかなり充実しています。語学学習および関連する

流の学者による企画・構成・解説で、質量ともに屈

諸文化の理解のため、ビデオ、オーディオとも多様

指のタイトルと言えるでしょう。その他この分野で

な資料を用意しています。英語、ドイツ語、フラン

よく利用されるものとしては、「映像でつづる昭和の

ス語、中国語、スペイン語、ロシア語などの正課語

記録」「海のシルクロード」rドラッカー21世紀の企

学の他にも、イタリア語、デンマーク語、韓国・朝

業経営」などがあゆます。

鮮語、タイ語、日本語(留学生用)などに関するも

自然分野では、「NASA 宇宙の記録」rザ・スペ

のがあゆます。

ースエイジ」「銀河宇宙オデッセイ」などの宇宙物が

語学学習用としては、「New Enelish 900」(オ

よく利用されています。大型資料としては「ナショ

ーディオ)「たのしいドイツ語」などの一般的な学習

ナル・ジオグラフィック・ビデオ」rNHK地球ファ

教材の他に各種検定試験用の資料も多数あります。

ミリー」などがあります。

よく利用されるものとしては、「英検二次面接突破ピ

芸術・文学分野では、やはり美術関連のタイトル

デオ」「最新印年英検全問題総集編」(オーディオ)

が多く、特に r大英博物館」「美の殿堂・オルセー美

などがあゆます。他にTOEFL、 TOEICや各国語

術館」「ルーブル美術館」等、美林預官のコレクション

用の資料も多数備えています。これら語学用資料に
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文化理解のためのノンフィクション・ピデオも多く

はほとんどの場合テキストもついています。

備えています。

各国諸文化の理解を図ると伴に語学学習にも役立
つよう、劇映画、紀行や文学等に関するビデオも用

テープライブラリーの利用

意されています。新しく受け入れた映画としては「ク

場所今出川校地:尋真館1階

レイマー・クレイマー」「ウォール街」「羊たちの沈

田辺校地:頌真館2階

黙」等。よく利用されるものとしては、「エデンの東」

時間平日 9:00 17:00

「クリスマスに届いた愛」「サウンド・オブ・ミユー

土曜 9:00 12:00

ジック」「スタンド・ノ弌イ・之'ー」 r一文オペ,ラ」 r錘

資料の検索

姫」r禁じられた遊ぴ」r星の王子さま」rさようなら

リスト:両校地図書館およぴテープライブ

夏のりセ」「紅いコーリャン」「チャイニーズ・ゴー

ラリーに設置。「利用案内」にも一部掲載。

スト・ストーリー」「悲情城市」「恋恋風塵」「カルメ

オンライン目録(D0口RS):一般資料の

ン」「ミツバチのささやき」「かもめ」「戦艦ボチョム

すべてと外国語関連資料の一部について

キン」などがあります。これらの映画はおおむね、

検索可。ビデオテープ、オーディオテー

原語か英語の場合は字幕なしか、英語字幕、その他

プ等の媒体別でも検索可。

は日本語字幕がついています。

*利用の詳細については「利用案内」をで覧

劇映画以外では、「古都長安」「ブルターニュの生

ください。

活風景」「アメリカ文学有名作家シリーズ」といった

NEWS

お知らせ

&

f学術偕殻センター利用築内ゴの配布

インターネットの学部学生の利用について
昨年よゆ大学院生にまで利用を認めていたインタ

1995年度版「学術情報センター利用案内」ができ

ーネットの利用について学部学生も利用できるよう

ました。図書館をはじめセンター各施設で配布して

になります。計算機室設置のメールサーバに接続す

います。(新入生には利用説明会でお渡しします)

ることで、学内・学外を問わず電子メールの交換や
DOORS横索誇習会開催

学外のデータベースへのアクセスが可能になゆます。

資料探索に欠かせないオンライン目録(DOORS)

利用にあたっては、メールサーバへの禾」用申請が必
要ですが、詳細については計算機室窓口までお問い

の検索講習会を両校地にて開催いたします。なお、

合わせください。

日時・場所などの詳細は掲示板にてお知らせします。
学術傭穀センター利用オードの廼新

士耀日の開館肝周延長についてイ田辺)
ラーネッド記念図書館では、土曜日(開講期)の

学部1991年度以前生など利用力ードの有効期間が

開館時問を延長し、 2階・ 3階は16時、 1 階読書室

満了している方は、旧力ード持参のうえ図書館で更

は17時までそれぞれ開室します。

新を受けてください。申込日の翌日発行します。

同志社大学学術情報センター報 N口.8
編集・発行

1995年3月31日発行

同志社大学学術情報センター総務課
〒602 京都市上京区今出川通烏丸東入合075‑251‑3960

少 6 司

