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学問の也界に生きている者は,大なり小なり本好き,ということから1̲U発している。だから書誌な

どいうものは書名を眺めているだけで楽しい。よく書即から内外のぎ物の目録を送ってよこす。もち
ろん先方は商売なのだが,不,思議にこの本屋の在庫目録は,百貨店や企業のダイレクト・メールとち
がってコマーシャリズムが沽潔で不快感がない。それはおそらくそういう目録から楽しく教えられる
ところがあるからだろう。いろいろの書物の倩報を伝えてくれる。昔なつかしい研究冉の再版の報に

はかつての冑分の研究が去来する。難解な作品の新校訂本には襟を止す。古い学者の什容にはその嬰
鎌ぶりに拍予を送り九い。新進学者の研究には焦る気持が抑えられない。
車中や食後,仕事の前などに折に'、れて頁をくるわけだが,実に楽しい。それは一種の遊びであ
る。もちろん購入の决心をする書物もあるが,買いもしないのに,これは,という■物には赤鉛筆で
マークして,垂灘ぶりを示しておく

0

こういう目録でさえ楽しい情報を提供してくれることに想いをい九すと,最近とみに発述しナこ情報

科学としての図書館学という学問分野の果す地味な役割の'恩愈と楽しさにあらためて,思いを散さざる
を得.ないのである。

米国大学図書館について
X書館開覧課長

嘉

一主としてカリフォルニア州の主要大学を中心としてー

前川

門

咋年の夏,3 力月問にわたって,主として米国カリフ,ルニア州に所在する University of ca1辻ornia Berkeley
Campus,伺 LOS Angeles campas,伺 Santa Barbara campus, stanford univel'sity, university of
Redlands, university of san Francisco, university of southern california 等主要大学7校を訪問した。
米国の大学を訪問して,先ず感じたことは CampuS の広大さである。最初に訪問した Universityof california
LOS Angeles campuS は, campuS の面利薪勺 40o acreS ということで,米国の大学としてみた場合,決して大き

い方ではなかったが,それでも大学内の Residence HaⅡから ReseaTch Library まで,徒少で約40分, Bio‑
medical Library まで約1時闇かかった。 university of california Berkeley campuS の面磯は,杓 1,200
acres, stanford university は,約 8,20o acreS ということであり,その広大さは,想イ象を絶するものがあった。
各大学とも,名実ともに図書館は,大学の中心的存在であり,そのスケールの大きさに禦嘆した世界で最も大き
な規模の大学:のひとっである Unive鶚ity of california は, Berkeley, Davis,1rvine, LOS Angeles, RiveT'ー
Side, san Diego, san Francisco, santa Batbara, santa cruZ の 9 CalnpuS に分れ,南の Pilot Leader
としては LOS Angeles campuS が,北の Pilot Leader としては, Berkeley campuS があたり,それらの両
者を中心として,周辺の大学との相五槌力,允実,発展のための Net work が結ばれ,1nterHbrary Loanservice
も見事に行なわれていた University of california ‑i§'N占数は,約1,400万冊,その他に無数の World
renouned conections, original manuscripts, Documents, Research materialS を持つそのうち Berkeley
CampuS が約450万冊, LOS Angeles campuS が約350万を所j波してゾ' university of california の教
育,研究上の内容の豊富さは,全米学士院の会員数や,グーゲンハイム・フローシップの受領者数や,ノーベル賀
受賞岩数(14七)をみても,企米・の教授陣を誇っていることからも推察するーとができるであろう。
Stanford universityの全、成赴1女IJ,約 400 万冊, serials (currenay receiYed 約5万タイトル,それ以外に
1無数の Maps, Ma口Uscripts,八4icrotexts, Microfilms, photographs, prints, sound recordingS 気工を所1支
している。

各大学とも Main Library が中心となり, Branch LibraTies, special LibrarieS との千」'機的機能を米してぃ
る。 g11えは', university of ca]ifornia Berkeley campuS じは, Nlain Library のイ也に Moffitt undergradu‑
ate Library, twenty branch libraries, numerous specia1 1ibrarieS があり,その糸札織.機祁1は,複雑.多 1
化している。 staff の数ぼ, university LibTary だけで約 1,000人,その半数が regularly appointed sta丘一
あり,そのうち約 170人が Professiona11ibrarianS である。あとの半数が, pa札
time の Student assistantS であり,まさに図1卦館として,一大王国を形成して

いる感がする。 pro「essiona11ibraTianS は,図書鯨学の修」:又は博上の学位を持
つていて,グ'全な Specialist になっている。レファレンス川当d譽は,図号食6学の
修士又は博士の学位の他に,他の'y攻,伊jプdよ経済学の学位を併せもってぃるとか,
複数の学位を持っているものが多い Professional HbrarianS は,一般の職員と

^

は別に, Academic staff もしくは, Teaching staH と応上庁の高い地位に位円
づけられている業務は,完企に今業であり,、,巨閃化されている。このことは,
LOS Angeles campus, stanford unNersity でも類イ以していた。

図書館を入ると,先ず'1nformation Desk'があり,図書館全般にっいての
Genera11nformation を得.ることができ,さらに,目録コーナーには,'catalog
Information Desk甫力{あり, Reference コーナーには,各で1門う}里予牙11のレファレン
ス担当者がいて,それぞれ至れりつくせりのガイダンスをしてくれる Reference

Stanf仇'd universjty,
the Hoover Tower

コーナーでは,コンピニーターのTV式ターミナルを利用することによて,膨大

and the library of the

な鬨当'i料のフ・・イルのホで文献探索を行なうこともでき,特殊なテーマにっいて

110over lnst北Ution
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は,'National Data Bank'とか,'New York Times Data Bank'と力、他の高等教育研究機関とのネットワー
クを通じて,利用者の質問に対する回答を,即時的にひきだすこともできる。
'cassettetour'が設けられ,ヘッドフォンと携帯用テープレコーダーを借りて説明をききながら,館内をまわる

こともできる。 undetgraduate Ljbrary では最近の学期末の試験問題集も揃えていて,各 Professor の出題傾向
を知ることもできる。誠義を録音したテープも備えられており,欠席した場合でも自学自羽できるように配戀されて
いる。図占は殆んどが,開架式であり,窓際にはキ十レルカ消C般されており,それぞれの関覧室に応じて快適な環境

力絲隹持されている。 C]asslfication については,ヨιとして'the Library of congress system'を採用しており,
どの大学図害館も全国的枳峯化が杵及している。
指定図書制度も充実され,敏員側,1司占飴側,学生側の三者の連絡も密にされていナこ。指定図占の貸し出しは厳而
であり,時開単位の場Aが多かった又, X面,持物チェックとか図譜の延滞料金につぃても厳市を極めてぃた。
肝強'時制は,火学によって多少の相述はあるが,大休〒常は,8:00へ.M.から Midnight となっており,長期休暇
巾は,8:0OA.M.から5:0OP .NI.となっているところが多い
図書館の機械化は,めざましいものがある。 stanford university の'project BALLOTS'(for Biblio‑
graphic Automation of Large Library opel'ations using a Time sharing system)とか, univetsjty of
Caljfornia の'university‑wide Libraty Automatlon program'ンう),1飛々大か;'1て↓酋じて,コンピューターに
よる自動化が普及している。岡占資料の発注,受入,登録,靈複訓査,会',',目録力ードの作成,又献探粂,図者の貸
し出し,返却,延滞者のりスト作成,等々図当館業務の全般にわたって,白動化されてぃる。どんな小規杖な大学で
あっても,少なくとも'serials'のりストアッフについてはコンヒニーター'ヒして↓羽時せをもたしていた。いずれに
しても各大学とも肖動化のための標准化が徹底していナ・二のたδ,どの大字を山れても,規模の人小はあっても,
粗織的にも,内容的にも共通の而が多く,標準化が苫又していた

< 1のシ1(L、1火学才町・当'血1のJε1Ⅱは,1Higher Educatjon Act亨を中(立 L Jて,'National program fof Acquisi‑
tions and cataloging','Farmington plan','public LaW 480 PTogram','Machine Readable cataloging
Project','National serials Data program'その他幾多の"*'冉もく才,・侠的ブく1託'画を士城として,その
上に, E旧いたものというべきであろう。

雑誌係の窓口から
雑誌は日日記録され,宅衣さオる倫文虻小'を 1棚ゞ・の中にスピーディーに掲,伐し,不易流わのソース,'が尖や研究
の現在的水i午をあますことなく濟上にして胱名に過去の'11:災,愆見の紺1忍,学",敏育研究のすすめに米す役削はりだ
に大きいものがある。
・1
」シじ、,

、1本雑認寺怠覧 Q975)によって雑誌の打ι唱j、田行点数を見ると,・'肌古 3,305,1.1, Nlk耕.沽 3,327",.气,その他官公乃
棚会誌などを含めてっかみ得・る総点数は15,225点と,巳録している。 d斤叫単行'本は,最近10年.をfU勺して20,940

点 n版年鑑1975年度一)

雑*に掲帳倫文の点数について,ル1会図当胤では,人文.社会関係で
昭和49年度収録" 1,663種,'倫文記*:49,074点と■録されるから年脚
15,225種の小に約45万"点の,倫文があると推定できる。図省館の雑泌寸旦当
者は,それらの各倫文に,電話番号の如き吊牙を附してすぐ求める.倫文

̲ノノ

盲玲

を手にするような峡理はできないが,雑,心検楽のチ十ンネルをいくっか
図書鯲で用愆しています。

本食師励峨の資料を知るには「伺忌社大γ雑"新畠j目獣昭49.3‑
を,又学内諸機関を迎じて所減の有無は「同志社大学雑.;ι鯏沸IH'介目鉄
一昭42.3‑」と,以後継続しているものは「同志社大学継続雛'1志新1到
目録一昭49.3‑」などがある。
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本学にないもので所波鮪を捌べる場 Aは「学術雑"総合目録」を,
X,倫文から,或は苫者から嗣べるものには「雑"己'11:井WU などを用
忠している。係員によく扣淡して各極雑誌、の活用を望んでいろ。

f

文献探索^二次文献の利用^a7)
一=

人名関係

,、

査資

(1)

人名に関する事項を調らべたり,人名を探索上の手がかりとするために,人名に関する凋査探索は情毅探索の中で
も極めて多い。今回は人名を羽らべる資料についてまとめることにした。関係資料が大変多いので,本館所蔵資料の
うち,利用度の比校的高いものに限定して,数回にわたって連赦の予定である
録した標準的な外風人名辞典
書誌・索引類
1.111del bio‑bibliog王.aphicus notorum
110lnin11買n.

Edidjt Jean‑pierTe Lobies. osnabruck, Biblio
Verlag,1973‑(飼028.28; D
Conts.: pars A: General introduction.
^

B: List of the evaluated

bio‑bibliographical works.
C: corpus alphabeticum.
V01.1‑3.
D: supplementum.

6. The MCGraw‑Ei11 encyclopedia of w'orld
bi0宮raphy; an international reference work in
twelve volumes including an index.

New York, MCGraw‑Hin Book 〔C1973〕 12 V.
(駈280.3;M)
Conts.: V01.1 11: A Z.

V01.12: study guide and index.
世界の料タ,ノ■,000人の伝記を収録。
フ.日本と世界の人名大事典
谷山戌編むさし沓房 1971(気280.3;N)
世界の俳ノ＼,央才'6,000宏を収録

E: Generalindex of tefer
ences.

世界各困の送定された人芋市典,航志約2,000冊を
井

茶にして各山主要図ぎ鯨の恊力をイ1て編纂された人
名,軸

8.世界人名辞典
大類仰監修リUk;;1:1970 2冊(翫280.3:S)

古代から現代までの人物約12,300名の略伝,嘔蹟,
著害などを簡潔に紹介。西洋編(6,000名)と東洋編
(6,300タ,)の 2 冊からなる

人名辞典類
2. cha加bers's biogtaphicsl dictionary.
Ed. by J.0. Thorne. New ed. New York,
St. Martin's press (1962〕 N32P.(気280.3;C)
イギリスの立場から世界各風の人名15,oootを収鉄
3.大人名事典
平凡社 1953 55 10冊(圖280.3;D2
占代から現代までの日本人を主休とした規模の大之
い標準灼な人名郡典
内谷
1 6巻:1、1本の故人邦巧0,000名を収録。
フ 8巻:外国i帯外国人8,000名を収録。
9巻:現代篇現代人物8,000名を収録。
10巻:索引ほかに補遺,天堅系図,人物名数 殆
を収めてある。
4. The lntetnati0Ⅱal who'8 Who.1950‑
London, Europa. Annual ( 280.3;12)
1"ack:1951‑52,1954 55
世界の現代著名人10,000余/,イ、,'己 収録
5.岩波西洋人名辞典
1956.(気280.3; D
約23,000人の略伝,*:践,主要Z井などを簡潔に'超

9.新版世界人名辞典
河部利犬,保坂栄一剤,1 改'1」'版東京}誇 1971
3 冊(気280.3; S‑1a)
内二〒:
1遂:西汗:駒,1 約 7,000 タ,を収録。巻太に元曹表あ
り。
2巻:Π本編Π本人永を中心に,円本と両要な関
わりをもつ外国人も含め,フ,000名を収録。をポ
に天宗.表,1洗政表,摂岐,関白表,将軍衷,内制
表あり.
3巻:東洋荊,1 東西交沙史上の西汀t人气及べ口本人
名を含め,約5,100名を収録。途木に主要圈王朝,
ノ'首太あり。
10. The w'otld who's who ot women. V01.1‑

General editor: EI'nest Kay. cambridge,
Melrose press,1973‑(飼280.3;W2)
約6,800薪を収鉦,うち5,000余名写真入りの人名録。

東

洋

11.現代朝鮮人名辞典 1962年版
優関会編外務省アジア局監修'世界ジ十ーナル社
1962 356,59P .(@984; K 6 ‑2 )
第2次世界大戦終f後,轉.国及び北朝鮮において活

別にまとめて解題なしに収めてある。

躍した著名人,韓国1,589名,北朝鮮827名の略歴を
収録。

19.人物文献索引
国立国会図書館参考ぎ誌部編国立園会図書館
1967ーフ3 3 冊(飼028.28; K 2)
国立国会図書館所蔵の各種の邦文資料(単行本,雑
三士
紀要,薪川1,年"胴帳類,パンフレット等)よ
り伝記書をはじめ伝記関係記,をぢむ文献を可能な
限り抓録し,被伝者'名の XBC畷にIYタ」した索引。

12.韓国・北朝鮮人名辞典 1973年版
世界政経調査会 1973 471,221P .(師282.21;K)
第リ扇韓国編 a972年12月末現在),第2編北朝熊
編 a973年3河末悦冶')よりなる。を末に韓国行政
機関人名表,北朝!畊鬨家機関の知織別人名表,南北
凋節委=会代衣老之,南北赤ト'予会淡代表者名あり

:1じ、,

内答:

13.現代中国人名辞典 1972年版
外務9アジア司監修震山会 1972 153,1123,
22P .(飼282.2; G)
1972年1門木までの中雄民国,中苛人民共和風,各

a 〕人文編(11召和20 39年刊1」分)
主として人文の分對に業穎のある日本人3,800余名
に鬨する伝●己亭項を含む文劇、Ⅱ,500余種(口本人
8,000余種,欧米人3,500余卿)を収鉄している。
2 経済・礼公〒新(明治以峰 ⅢTΠ43作刊1丁分)
土として荏済・社会の分野(経済・座業・社会・屶
働・教肖・民族(俗)・軍'"△りに業鞁ないし関連の
ある日 y ・外 1、1人につき,その伝記,履歴,著件
及び参す文献等の資料,関連記事,項目等をできる
だけ収録本文は「日本人の部」 a,700余名,3,600
余種収録)と「外人の部(700余3,2,900余種)
1一大別されている。
3 法律・政治舗(明冶以降 畔冊!46年刊打分)
主に法律・政冶の分野に業鞁ないし関述をもつ日本
人・外風人につき,その伝記,人物研究,履歴及び
茗竹.目録など広鞄Ⅲ1な人物文献を収鐐「U本人の
'水」と「外五1人の泓」に大刈さオていア。

地の、帳僑で各界において活躍しているセ要役職者,
才"名人のすべてを収録している。 i、1'録として漢字簡
化表(画引)及び中国国民党細織表,中雌民国在外
公鯲一覧表など折込表あり。
14.現代中国人名辞典
霞関会綿外務省アジア局監修江南当院 1957
73,129,718P .(⑱984; K 田

弟二次大戦後活耀した主要な.、川劃人約7,000名につ
いてその活動状況,主要著述を収録。
15.現職・新中国人名辞典 1968年版
アジア研究所編沢fリ杏 1968 98,491P.
(飼282.2 ; G 3 )
文化大革命にともなう'野人'jl:(19釘年12月までに登
場した約Ⅱ,000名)の人名を収録したもの。巻末に
中央委員会全休会議,巾央艦察委員会などの組織凶
とその説例あり。

20.日本人物文献目録
法政大学文学那火学研先室平凡社 1974 Ⅱ99P
(気028.281;1D
明治初年から1吼和41年木までに刊Ⅱさ1 九Ⅸ1ぎ,逐
次刊行物を対象に30,000余之の仏記一剣する文臥を
調靴的に収録し九仏'!目録。
典

16.現代べトナム民主共和国人名辞典 19釘年版
アジア研先所資料細査都編アジア研究所 19釘
433P .(圃282.3 ; G)

人名辞

1945年8同から1966年9月現在にいたる21年.1出に酒
辨した各界のべトナム人約800名を収録。主として
各界省級以上の人物が対象。をポに南べトナム飢放
jl「亟lj

21.大日本人名辞典新訂版
同"」行会締 1937 5朏(⑱982;DI0)
件代以来の著■人約35,000名を収鉄。弟5 をは年表,

i●'<・諸派の系1司,全巻の人名*引,令丁.と鈎物帥
の略伝からなる。
書誌・索引類

22.明治過去帳(物故人名辞典)
大械四郎編新訂版東京美術 1971167,1264P
m、峡過去帳」を栃汀,明治則に牧人となっ九人の
人タ.辞典。宗y2,3000.を収録

17.文科系文献目録 14日本近代史伝記篇
訂本学術会議弟1部編口本学術会議 1963 65P
(圃028; N‑2 )
日本人の部と夕村1.1人の彬1一分けられており,烱和10

23.日本逸話大事典
白井喬二高柳光秀編人物往ネ社 19釘 8冊
(周281.03; N 2 )

仟・から36年までにΠ、'でヤ何'されナこ近代Π本璞1係の
人物に関する邦文の単 i本,洲齢志'兪文の目録。

上代から近代に至るまでの人物に関する3,700余の
逸話を父大成したもので,原文に近い形一か力ゞナて

18.維新史籍解題伝記篇
U
1935 342P .
高梨光司著明治
(但016.917 ; 1、)
明治初作から昭和9年9jほでに刊打された鞭新関
」

いる

24.日本人名辞典
屶江翌欠ーイ村思メく1刈 1969 1174P
(圖281.03 ;× 3 )
大孔13年大介,片町川の複刻。

係の当篇について人物ごとにまとめたもので,明治
紕新の想恕的背景をつくった各派学者,江戸初期か
らの洋学者,幕ホ明治年1都こ社会の各分野で活動し

た人物,来朝外国人などの伝記資料として役立つ単
打当の解題目録。郷"よ,,伶文集などにのった文獻も

古'代か'大Ⅱι兪一の本人の人物1厶を極めて簡潔に
記しているが,予リ{社の大人名小'典にもの井ていな
5

いような人物も検索できる。姓によらず名を見出と
しているのが特徴。
25.日本古代人名辞典

竹内理三,山田英雄,平野邦雄編吉川弘文堂
1958 6冊(うち第5巻欠)(飢281.03;N)
あらゆる古代文献の中から天応元年(78D までの人
名を収録。記李:にはー々出典を示してある。
26.戦国人名辞典
高柳光鄭,松平年一著吉J1阿厶文堂 1962 274P.
(4今982; T32‑2)

戦国時代の人名辞典。氏名,生没年,別名,世系,
略歴,事蹟などを記し,引用"名を各項につけてぃ
る。

27.賞と記録の人名事典
自由国民社増補版 1974 390P.
(@281.03 ; S 7 ‑1a)
採録人数郵円,000名。
28.大正過去帳(物故人名辞典)

稲村徹元,井門寛,丸山信編東京美術 1973
355P .(師281.03; T)
明治過去帳を継承し,大正朔に般人とな(た人の人
名辞典。
人

名

録

29.文化人名録 1951年版(第1版
日本箔作椛協議会 1951‑(飼281.035;B)
著作権所有者の住所,著イ降制品,権利関係を明らか
にするための名緯。芸作者名飾のほ力、弘能家,ジ
十ーナリスト,一般人,権利者,茗河乍桁使用者伺」休,
学校,Ⅸ1書鯲,博物館, J走術館, H本薯作村1't窃議公
などの名簸と夕村コ1苫作机台帳からなり,専門別,地
域別,職能別に斜'戊してある。巻頭とを太にド記の
索引がある
人名索引(総画楽引,頭漢字番弓表,人タ,宗引,
在日外国人名索引,別名宗引)
外国索引(外仏人名宗引,外園団体宗リD
馴体索引
特別索引(題弓索引,放送呼出符牙宗明,前打二
に'、11攻別索引,地域別索引,総目次)
15版から斬たに15巻が上准,161坂がドをとして別 J
刊行,上卜2冊で補完しあっている文化人につい
ての畍ν匹利な人名録であるが, X作樅所有名を
測羅してけいない。

趣味,宗毅,親戚,住所,電話等を記してある。巻
頭に皇室,畠族および旧呈族の項がある。
32.校訂明治史料顕要職務補任録
金井之恭等著三上昭美校訂柏書房 1967325P
(飼281.036;M)
明治中興期の行政機構と要職にある諸官の人名録。
身分,出身地,在職期朋等力疇己されている。
上巻中央の官職,地方府県別順
下巻職極別
33.日本職員録 14版一
人事興信所 1972‑(飢281.036;N)
会社,銀行,大学J幻仔機関,公共企業体等約40,000
人を対象とし,要職者,機拙職制,所在地,市業所,
沿革,怒鴬と絲済の状態などをのせてある。上,中
をと下をの一邵に会社,下遂に銀行その他が収録さ
れている。

34.日本紳士録
交詢社(紡281.035;N,⑩982; K1の
所蔵:1リ」治45,大正2,4,6,8,‑10,昭和11,13,
16‑17

実業界,政界,官界,教育界,獣'術界など名分劉の
代表的人物及び多額納税者である資j姿家等 255,000
名の住所,職業,出身地,生年村日等が記されている
35.職員録明治34年度一
大蔵宅「f山i柳,)(飼281.036; S)
火号':11"4,25,29,
上下2遂に力かれ,上をは「1、,央R'庁,公共企叉休付
下巻は都逸1削,↓の機関の係長以上の職員名縛
女

性

36.大日本女性人名辞書
島群逸枝苫序い1村 1936 623P.(但982;T 5
,ヒ'Ⅱ記,人"史以ト,わが凶のN史文1獣に牙ιわれた
架空,戈住のX乳な女性約2,000人の略伝を収録し
たもの。オが J1畏初の女州、人子',辞典 1・1'録に祭仙一
筧,1(院",勺"{1',炉代バ1泌喪あり
来日外人
37. The Japan Times directory of foreign te
Sidents husiness firms & orga亙lizations.

Tokyo, Ja pan Times.(Annual〕(飼280.3;、1
所11成:1966‑67,1967‑68,1974‑75
AΠ外低1人の!虻任外1‑11機殴1, F」1休,商社など/,'"

0

38.お雇い外国人全16巻
鹿島研究所出版会 1968‑(gιイ1.14谷まで刊ID
(航210.6 ;03)
Π本の近代化における1怨れた功労者としての「お加'
い外国人」の諸活,動業粘について活動分野別に釧
説したもの

31.人事興信録 5,8,11版 a937)
人事興信所(飼281,035; J)
政治家,民別会社の役職員,大学教綬,*教家,ニ:
術家など各界の主要な日本人と在日外国要人釣11万
kを収録役職,本籍地,家族,絲歴,岩',研究,

2
業 3 向然科学 4:交逝
5:數育・宗教 6:軍'Ⅱ 7:通偏 8:令融・
財政 9:1窟W' 10:音楽 U :政治法制 12:外
父 13:開拓 14:地'文化 15:人文科学 16
美術

容
内

30.百官履暦
日本史籟協会痢,1 東京火学川版会 1973 2Ⅲ}
(師281.035; 0)
覆刻版
明治政府'艇 1ιと共に新九に仟命された袖iW500名に
つき,その川身地,身分,通靭t制従玲.:を記してある。

,,ー

元

1

1 1

図書館から(1)

書庫の収納能力の現状
現在の図書館に移転した当時,紹介され九パンフ等の記事には収納能力は約70万冊とも80万冊ともとも云われてお
ります。しかし,このことは現在末仕上げ状態にある3階部分を書庫にする予定が含まれていたのです。
現在の収納能力は下記の表にあるように約33万冊です。移転時には約24万冊の祓書があったので,すでに収納余力

は約27.2らしかなかったと云えます。しかも,利用,管理面上や図書資料の形態等を無視した場合の収納余力で,尖
際に書庫の効率的な運営をするためにはもっと減うてきます。

資料の配架する場合,形態別と分類順,両方の折衷方式がありますが,図書館では折衷方式をとってぃます。分類
順に配架すると,利用上大変便利ですが,他面,新しく購入した本も分類順にそれぞれの書架に入ってくることにな
り,分類ごとに相当のスペースを見込まなければなりません。この空スペースを書架毎に1段とすると,7段書架(
14.2免),6段ぎ架 a6.6夕づ)となり,一般にいわれている10%をこえますが,分類の切れ目,みやすさ(利凡D や
移動作業(鴛予⑲笥を考慮すると,実際には適正な収納冊数(表の田D と思います。
「表の{C)」にある空段数の合計は 1,452段で一劉壮段30冊として図書で換算すると43,560冊ですが,書庫増築され
るまで,どうしても吉架の適正収納の原則は守らなけれぱならないので,今後の収納余力は「表のΦ)」にある17,790
冊ではないかと思います。現在,図書館の平均受入冊数は約8,000冊ですので,約2年後に書庫運用上大きな支陣を
きたすことになると思います
圓

開架式

開架鬮覧室
(学部文庫含む)
(段/30冊)
雑誌・参考図書室
(雑誌は除く)
(段/15冊)
新分類図吉
(段/301田)
B1
亘Ⅱ」

般

r二ι

(閉架式

'E

雑誌・新剛
(段/181朋

286連 1,682段
(50,460冊)

228段
(3,420冊)

254述 1,524段
(45,720冊)

254速

1,270段
38,100冊)

319迎 1,914段
(34,45211")

319連 1,5鮖段
(28,710冊)

(4,050冊)

423段

a2,691冊)
449段
(8,082冊})

20連

120段
(3,600冊)

20連

100段
(3,000冊)

冶

『'

大剛図斡
(段/1馴11)

15速

45段
(67馴1})

15連

30段
(450ⅧD

な

し

作業用
fル 30Ⅲ})

9述

54又

9述

45段
a,350冊)

才!.

〒

(1,62例ID
617迎 3,702段
111,060Ⅲ1

617連 3,0部段
92,550Ⅲ})

Ⅲ分類図冉
(段/30冊)

464述 3,248段
(97,40ⅢD

464迎 2,784段
(83,52肌1})

斬分類凶{1
(段/30Ⅲ1

153j心 1,071段
32,1301Ⅲ)

153速 918段
27,540段

617迎 4,319段
(129,570冊

617廻! 3,702段
111,060朋

133速

133述 798段 30段
(23,940{鵬
(90伽め

B2
ぎ庫

一口

(段/30Ⅲ"

)数冊
0

Ⅲ

931段

(27,930Ⅲ1)

木

(

1納艇

図又

(段/3釧1) 1

t

保舛庫

2,375速

10,904段
(327,120ⅢD

Φ}

適正収納を継持した
場合の収納余力

286連 1,396段
(41,880冊)
72連

72速 270段

現在の
空段数

侶}音"'の、'〕'正{C}
⑧最運'{C}

1笥:亜:昌,:
(段/30冊)

/30Ⅲ1

庫

最大限
収納冊数

2,375連 9,209段
(276,270用})

注一速=・醤架(6段,7段等あり)を小す。

郭0段

(16,5001Π1)

1,452段
(43,560冊)

1,524段一423段=1,101段
a,270‑1,10D X30=
5,070Ⅲ1

1,914‑449=1,465段
(1,595‑1,465)×18=
2,340冊

1,071‑550段=521段
(918‑52D X30=11,9101Ⅲ

931‑30=901段

(798‑90D X30=
‑3,010脚

593段
a7,79飾Ⅱ)

図書館から(2)

図書選択室だより
凶当資料収集に関する愉報をあらゆる殉度から集め,検討する九めに図書選択室には下記のような資料(但し和
書の場合のみ)が置かれています。
1 出版に関する資料

1)出版目録類:日本書籍出版協会の各種目録(例一日本;急介図耆目録・生活厚生編),図当刊行会目録(例一帖
報経営工学書目録),出版社目録(例一研究社出版目録)
2)出版ニュース類:東販日販の各ニュース(例一東販週報),出版社パンフレット
3)書評類:書評誌(例一週刊読轡人)日刊誌書評"羽,過刊誌書評欄(例一述刊朝1Ξ1)
4)その他選書に必要なもの:出版年鑑,納本週報,日本古書通信,古書目録,図書鯲根(例一図書難の窓く東大
付属図書館>),地方公共機関のもの例一赤れんが<北海道総務部行政資料課>),政府関係のもの(例一

農林図書資料月報),出版社P・R紙(例一書斉の窓く有斐開>)
Ⅱ一時的に保管している資料

各大使鮮留断テのもの(例一月刊イスラエル),放送マスコミ関係のもの(例一凋査'M帳く永京放込>),企業P
R紙(例一無限大く1BM社>),大学学板(例一三田評論く度応大学>),各賃研究所月最(例ーアジア経済
資料月報<アジア経済研究所>),各種機関通信(例一明治村迫信)讐
士記資料の他にも図書館に関するもの q川一現代の図書食鹸や必要な参考N1省を餉えつけています。
このような資料を参考にして,収集する企資料が必ず一度'、るい(選択)にかけられます。

50年度主な館活動の記録

建てられ九ものである。

植木文庫目録の刊行'(10月)

が,ついにその灯が消えるにあたり亨・業化丁余

びぷりおてか怜17 (4月) M18 a0月)の禿行
図書館図書資料選択委員会内規,同要項の制定・施村

教職員一同亨.業生一同」ときざまれている玄

裏には「我ら効労学生は 1や略当校に学びし
名の,思校の念をここに識す」略 1976年3]

(7月)
2

館事務機拙の改正(6月)整理課の名称変奥およ

関向って右の値込の中に建てられている。
啓真館車寄金具,獅子口と銘額

び関覧課第三閲覧係の新設

現在の図名喰官が新築されるにあたり,嶋不1147年,

私立大学図書館協会第36回総大会・研究会開催の会場

啓真館(木造入母屋造,約330坪,、岐族会館分鯨

校(7月)

として大正7年に落戊したもので,ノ寸郡先教*お

図苫館業務研修会第1回のⅢ」催(6刈)・ーー・対象は研

よび図当苔'として使則されてい九)が,取りこわ

究室図書室の職員

されたが,その表玄関に破風の見小な,ば行せがあ

図書館業務便覧の編集(2月)

り,これを飾っていた金具,獅卜f口,および昭和

図苫館図'資刈・収集方針の成文化について検付をはじ

27年同志社がこれを讓り受けた当時,絞友会長で

める(7月)

あ「た村田竹治郎氏の節による銘額を,叱念とし

凶占館スタッフマニアルの作成について検討をはじめ
る(3月)
図書館31砦の仕上げについて(3月)

て本鯨西北側の柚込の中に町かれている
3.

第一関覧室南東壁而の郡四
50年耿より飾られている 150号の洋画である。こ

図書館の周辺

オは,同志社門校をXて京都市立芸術大学を卒業

1."一粒の麦"記念碑(同志社商業高等学校の跡)
昭和23年,当時,図書館の北側部分にあった聚芳

撥)のご厚愆により寄僻を叉けたものです。この

された渡辺洋子氏本学工学部教授渡辺敏一氏令
画は50年度関西国尿入送作であり,同氏は,関西

館(木造二階建約220坪で47年にとりこわしナこ)

1剖ル斯人賞,伺ターナー賀を各2似叉賀されてお

で開校され六商業高等学校が今年3月廃校とな

り,汗:幽界において刈付されている方である。錦

り,勤労学生に親しまれてき九この地を記念して

一開葹室の利用者に親しまれている

図書館から(3)

AV室の利用改善について
前項でへV資料の収集面について若干触れましたので今回は利用改善面を述べてみたいと,思います。一般的な事項
につきましては図書館「利用案内」や特に,館内のAV関係の掲示をご覧下さい。
メインのAV室では従太より室自体の構造とスピーカーが順当でなく学生諸君からも不満の声が多々ありましたの
で,具体的な改善方法などを検討してまいりました。その結果,まずスピーカーについての予算処置が可能となりま

したので新年度より早速新機種を導入出来る見通しがつきました。室の音粋効果についても講演会を含む視聴覚の多
目的空朋としての機能を考臘し九長期的展望の改轡策を詠じています。
次に第ーオーディオ室1一関しましては従来同ーソースを聴くのに,各自がへッド・ホーンを使用するような不合理
な面がありまし九が,今回スピーカーを導入することでこの不便も解消されます。

昭和48年12月現図省館の竣工に伴なって発足したAV室はいまだ未熟の域を脱しておりませんが,改善部分も多く
みられ,所藏レコードも現在はクラシック音楽が中心ですが,約1,000枚余りに達しましナこ。
今後とも大いなる利用,ご教示をお願い致します

第3回日米大学図書館会議に参加して
嘉

図書館閲覧課長

^

則

川

門

最近の爆禿的な貼帳量の激増に,いかに対応してゆくかは,図轡館としては,きわめて重要な課題である。そのた
めに,在来,継続的,個別的であった両国大学図当館闇の冷毅交換と相互協力を継紗諦加こつづけてゆくことの有意義
性を認め,日米大学図書館会議を3年ごとに,日米両国交亙に開催してゆくこととなった。第1回は,1969年に東京
で俳H崔,錦 2回は,1972年に米国ウイスコンシン州ラシーソで0剛崔,錦'3 回は,1975年10月28日から10月31日の朋,
1̲小乞京都岡際会鯨で開催された。
第1回の主テーマは,「日米凶占館職員の相亙交流と研修および図■鯨資料の交換と収集についての相互協力」で
あり,第21回の主テーマは,「70年代における大学図当喰'と研究1測 L陰劇で,これをうけて,第3回の主テーマは,
「大学図智僻の相互協カシステムとその課題」であった。
参加者は,アメリカ側より,

ノ、^ノゞ^

ド大学図書館長 Douglas w. Bryant 愽士を'、くめ26宅,日本仙はり,国

公私立大学RI,"鯨関係者281名が参加して盛大に明催された。

会議は企体公議と専門部会に分れた'§門部会は,次の4つの上テーマにわかれ,①全国の図占館ネットワークの
t1県題,②図冉鯲協力活動のための標準化の問題,③研究者の枯報要求と図・1÷館資料の発屡の問題,④図書館施設.建
築と職員の問題等力井是案され,終始熱心に討議がなされた。

さらに,介回の最終コミュニケとしては,両国大学削における図冉館・帖帳科学の領城での協力関係の一履の発展
と,国際的に拡大してゆくことの必要性を確認し,日米両国図吉鯨'ネットワーク計画,標準化の促進,井売品を含む
両国中央・地方政府の例行物等の必要適切な措櫂,人物交流等をはかるために,努力することを申し合わせた。
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実例を中心と

した

資料 のさがしかた
著者目録の利用
図書館のメイン・カウンターの前には多くの目録ケースが置かれています。これらの目録は図占を探すためにある
ものですが,目録の種類によって使い方が遂っています。今回は著者目録を利用する咋に注意すべきことを挙げてみ
ましナこ。
【質問例n
著者目録,書名目録とも調べましたが森有礼に関する資凋が見あたりません。先ず伝記あたりから二13べたいのです
が,森有礼に関するものならなんでもかまいませんから紹介して下さい
<回答>
新と旧の苫者目録に次の図書があります。
1.「森有ネU 海門山人著民友社明治30年(1酌83.4:U8
2.「森有ネU 大久保利謙著文教書院昭和19年(1酌83.4:M
3.「Education in Japan : a series of letters」森有ネL著(新F372.1:＼19

これ以外の資料は「日本人物文献目録」(新028.281:1D の森有礼の項又び「東京大学教育学部紀要第8溢」(P
370.1:T)の「森有礼関係文献目録及び年譜」により,単打本,雑誌倫文等の所蔵を自録により調査して下さい。
※注分類記号の前にF記号のあるものはケリー文庫(特殊文庫)で,貴埀書扱いの図,占です。
<解説>
本館で図禽の所蔵を閖査する場合,第一に注意すべきことは,新目録と旧目鉄の1向力を必ず11aべないと,すべての

資料が出てこないことです。第二に著者目録ど谷名目録を調べる場合,断目録の口ーマナイズはへボン式で,川目録
は内閣訓令式であるということです。質問例のように,正科郡こ Moh, Arinori の項を新,旧の著者目録について嗣
べていれぱ上述の3点は単行本を所蔵していることが解っ九はずです。著者名の正確な硫み方が解らない場介は「参
考図書コーナー」の人名辞典で調べてください。質問例のような佐橘己や作家研究などは著者だけでなく被伝者等も著
者目録に収められているので,著者目録で調べるのが便利です。
【質問例2】
我亥栄の追悼倫文集が最近出版されているのですが本鯲に所哉してぃます力、
<回答>
「私法学の新たな展開一我妻栄先生追悼綸文集一星野英一編集代表 1975」(新324:H2‑3)として所哉しています。
解説>
質問例のような迫悼論文や還暦記念,退職記念などの認念論文集で,被記念者が明確であるけれども台名が鮴らな

い時は著者目録で羽べると所蔵が解ります。質問例でけ,杏名の「私法学の斬たな展"剛から当名目録に入ってお
り,「我妻栄先生追悼綸文集」では書名目録に力ードが入っていないわけですこのような時は,井名目録よりむし
ろ,著者目録の Wagatsuma, sakae(被品念者の項で調べた方が早いと'えます。但し,団体則坂物の場A,

例えば「中央大学ハト刷年記念倫文集」などのよう1‑tl・」'団体が中央大学の何処か討らず,三己念'工業として出版され
る場合などは書名目録で闘べる方が使利です。
【質問伊玲】

以前に朋架関雌室で借りた1打河二点の注釈1で「Asyoulikeit」(研究社)が何特みてもないのですが紛火しナこ
のでしようか
<回答>
「新932.5: S‑21 の As you Hke it The Kenkyusha shakespeare) 1969」は目下貸出中です。 1U目録に同

書名のKenkyusha En創jsh classics,19器 1」842: S20j)があります。よければそれで1剖に合わせて卜さい。
<解説>

質問例のような特定の人の注釈遵を求る場山翻{',梗概当,脚色等の既存の1著作に関係のあるR1占を探す
場合は,書名目録よりも著者目録(注釈者や翻よ者等)で探す方が便利です。熨に質問例のように新目録の場介は,
著者目録だけでは求める図書が何処にある力珊弔らないので,側架関覧室目録(分類順配列)をヨ"べる必要がありま

す。(斬目録の図書は雑誌参考図書室,開架閲覧案,腎庫の三個所にあります。朋架関覧室目録に茗者目録と同じ
カードがあれぱ求める図書が開架開覧室にあることが泓系忍できます。

尚,カウンターでは図吉めゞ貸11沖かどうかとか,返却期日が何時であるかとかいっ六i婦査はしてぃませんしかし
質問例のような場合とか目録力ードがあるのに,カウンターへ図 1テを請求しても,何畴も図 11がない場、など1一は1町
当の所在調査を行'つていますのでお申出下さい
【質問例4】
数学者の「ガロア」の伝記を所蔵しています力、

<回答>

新と旧の著者目録 Galois, Evariste の項を引くと次の図書が入っています。
1.「ガロアの生涯一神々の愛でし人一」 L.インフェルト著市井三郎訳日本評論社 1969 (新289.4:G)
2.「神々の愛でし人」レオポルド.インフェルト著市井三郎訳筑摩書房 1960 (世界ノンフィクシ,ン全集2
の中)(旧080:N)
<解説>

西洋人名の場合は,必ず原綴を調べてから若者目録を利用して下さい。ローマ字の Garoa では図書は探せませ
ん。ま九,ガロアでも地理学者の Ga110is, Lucien ではスヘルが迩っています。「岩波西洋人名辞典」(新280.3
D は原綴を調べるのに最も便利です日本人の場<は姓名の順になっているので,そのままの順序で著者目録を引
けぱよいが,西洋人名の場合は,クリスチ十ン・ネームの次にサーネームがきますので,倒置して著者目録を引いて
下さい。脅ιえι士 Max weber は Weber, MaX となり, Karl Heinrich MarX は Marx, KaTI Heinrjch とな
ります。このことを知らずに, rMax weber を著岩目録で探しても見出せないのですが,ウェーバーの苫作が図
吉館にないのでしよう力司などという質'問を妥けることがあります。
【質問極巧】
Homer の「odyssey」の邦訳があります力、
<回答>
本館には以下の図害があります

1.オデッシイ生田長江訳東京堂大正Ⅱ年(世界名著叢書1編)(旧881.3:H‑2e

2.「筑摩世界文学大系2巻ホメロスィリアドオデュッセイア」高津春繁訳 1971(新908:C)
3.「世界占典文学全集1巻ホメーロスオデュッセイア」高津春繁訳筑摩書房 1968 (新908:S)
4.臼せ界文学大系1巻ホメーロス」高津春繁訳筑摩吉房 1961(新908:S3)
<解説>

「岩波西郡人名辞典」の「ホメロス」の項に希' Hom巨ros〔羅) Homerus〔英.独 Homer 仏 Homるreと

なっており,竹:尻,タ,は《オデニ・・,セイア希〕 odysseia 英 odyssey 〔独〕 odyssee 仏 odysS三e》となって
います。また「明治.大【E .11召和翻,沢文学目録」(薪028.9:K のホメロス(Homr巨OS の項に次の謝'{ねめ"珊和
30年までに山版されていることが鮒ります。
1.「オデニツセーア」士井晩翠訳富山房昭和18年

2.「オデッシイ」生田長江訳東京堂大正Ⅱ年(世界宅'著叢ぎ1加)
3.「オデュスセイア上・下」田中秀央松浦嘉一訳弘文堂書房昭和14年
4.「オデッセイ物語̲」石坂洋次郎訳主婦之友社昭和26年(少年少女名作家庭文庫)
5.「オデュ*セーア」土井晩翆訳三笠苫房昭和25年(世界文学選書18)
6.「オデュッセイアー」 m中秀央訳河出"厨昭和27年(世界文学全集古典篇1巻ギリシャ叙事詩悲削Ⅱ帯)

これらを目録で゛"べれぱよいが,これらの書名を口ーマナイズして調べるより,この場合は著者目録の新と旧の
HomeruS の項を一瞥することで翻訳・占の有無が催められます。著者名の各国語は上述の通りですが,著者目録を引
く場合,「占代ギリシャ.ラテン.ビザンチン時代の名はラテX吾形をとる」ことになってぃますので HomeruSの

項を凋べればよいわけです。本例の回答1の図書の所蔵は胴の著者目録で解りますが,新目録の回製2,3の図書は
筈者目録にはありません。木餘では,全集,双当類の各巻に含まれる個々の著作にっいては目録力ードを作成してぃ
ないからです。これらを嗣べる場合は「全集捻A目録」(新027.4:S‑2)や全集,叢耆類の販売カタログをファイ
ルした資利・などを使っています質問例のような占典類は全染,双苫類に含まれることが多いので注意して下さい

<カウンターから>
「私」は,川,片難の'本'

『私』のお願い.ノ
ーーー̲J‑
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図当館には,学小,教職員怯さんの¥習,教育,研先の為に役"つ「私」こと1叉1'÷牲料(雑誌.薪聞.マイクロフ
イルム etC を含む)が,約27フゴ肌H姉哉されています。

「私」が昭羽149作度の 1イF開鮮汐fに貸し1上しされただけでもⅡ5,021冊の多くを数えます。館内で1脚片された冊数
を加えますと則り知れない多数に上ります。あなた方(芋ゾ茸渚君)の肉宅灼な学習,研究に大いに活用されることは
「私.」にとりましてノく歓迎するところです。

しかし,「亙d を利用するとき,・片き込まれたり,菜fのくずで汚されたり,破られたり,"嶺切古に通き烹れられ
る(紛失)など,乱据に取り扱わオ泣かされることがしばしぱあります。特にイく注愆や般意に破り取られたときは,
使いものにならず他の利刑打が大きな迷惑を薮ります。その都度修理や代りのものを探して貰ってぃますが,その附
利用していただけないことが披も恕しいことです。なかでも酬く邪みっけられたものは,ポンコッにされて新しいも
のと買い換えて1'1います。買い換えのできるのはまだ辺せですが,鞄1坂で既に本屋さんにないものが多くあります。
このような"抽牧"に遇うのは鯛剖1,500 冊を越えます。それに費やされる経貿,労力は大変なものです。
どうか図」隙;の「私」(1刈占'資料)や施没は永い将来にわたってあなた方の後ホ諸君が,利用されることを含頭に
i吐いて,牛き込み,汚損,破損,紛火など1一気をイ、1'けて大助に利用,愛用していただきたいものです。
なお,私のさがし方にっいてわからないとき,貸出期削のことなどどんなことでもひとまず鮒員の方に質11目,
相談して、ドさい。きっと,よきアドパ'イスがいただけるものと信じます。

ピックァップ

ツンベルグの
ヨ

0

^

口 ツノ＼

、

アフり力、アジア旅行記」侠訳本)

今回は,文学部のケーリ教授が寄贈されたケーリ文庫中の貴重図書,ツ
ンベルグの「ヨーロッバ,アフり力,アジア旅行記」を紹介しましょう。
植物学者,医者として知られているツンベルグはスエーデン人で,1743
年に生まれました。18才まで地元の学校で教育を妥け,更にウプサラの大

学へ進み,植物学と医学を専攻しまし九。植物学ではその道の椛威である
リンネ a707ーフ8)に師事し,このりンネに,日本へ'1非行ってみてはと
すすめられ来日するのです。オランダから喜望峰へ,そこを足場としての
アフり力大陸探検の後,ジ市ワのバタヴィア(現在のジ十カルタ)を経て

゛●^"1^'1制
^'^../1

J^削".'ー

1775年8月14日に長崎に到着,翌年江戸に参府し,このN打日本の.風物に'、
卓.喬'^^..'ー'▲、.^●●^

れ1776年12月3日日本を出立しました。

この英訳本は4巻もので,1795年に刊行されたものです。原本が1778年に刊行されているので,7年後に翻訳刊わ
されたことになります。内容は,第1巻が喜望峰に到着するまでの1770年から1772年まで,錦'2巻が2回にわたるア

フり力大陸の探検とジ十ワ島への航海で,1773年から1775年まで,第3巻が,主として日本への航海と江戸参府で,
1775年から1776年まで,第4巻が,床行などによって得た日本の'打情の記述と,ジ十ワ,セイロンを怒て帰国の航海
という組立になっています。
我々にとって特に興味のある日本の事惜については,政府・武器・宗教から食物・欽物・ψ上1墜(中略)医師j・農

業・歴史・商業まで多方面にわナこって観察しています。錦'1巻から第4巻まで各谷に'jl・項索引が,第3巻には,巻末
に日本語語粂集(英和)がついています。
試みに第4巻の索引で Sakki(酒)のところをひきますと,飲物(DTink)の項目のもとに,'泗というのは、極

のビールの名前で,日本人は米より造る。かなりょく澄んでいて,ほんの少しぷどう泗に似ているが,独特の味が
し,その味は心地よいものとは思えない。この酒は,造った時白色に近いが,小さな木製の樽に入れておくとまさに
褐色になる。この泗は,ヨーロッパでぷどう酒が Ce11ar (ぷどう酒貯蔵室)で売られるのと同様にどこの居泗屋で
もいつも販売され,富裕な人は食事毎にぷどぅ酒と同様に用いる。日本人は,酒を冷たいままでは決して飲まず,暫
通のやかんで温める。やかんから,酒をうるしの塗った木製の平たい茶わんの中へそそぐ。こういう風に泗は澁めて
飲む。そしてごく短時朋剤K し酪面させるが,しかし酔は直ちに消え失せ,つづいて,たいていイく愉快な頭猫に見狸
われる'と実験?を方、まえて,酒についての記述をしています。
ツンベルグの「旅行言己1 は,容易に手にすることの山来ない資料ですが,この文Wには秤仏↑した英訳本の他に1796
年刊行の仏訳本も収蔵されています。

あとがき

"びぶりおてか" NO.19をお届けします。

0 今也1は咋年Ⅱ月就任された,新総長上野直蔵先生にご寄稿をお願いしました。
0 前総長住谷悦治先生には,本誌創刊以来,表紙針寸'をはじめ,ナこいへんお唯話になりました。ここにあらた
めてお礼申し上げるとともに,今後のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
0 連岐中の「同志社大学図書館の歴史」はジ都合により本号は割愛いたしました。ごf水ドさい
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