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畔ゞという'柴は,呪代の肖年にとって,それほど魅力的ではなさそうである悦代の汁会仟j"は,
佃人の生活を不爰と絶望にみちびきこそすれ,決して豊かな平安を保陣するものではないと考えられ
ているからであろう。しかし,どのような哲学が硫1」'するにせよ,あるいは,いかなる池q!的状況が
/1ιじょうとも,人はみな,無池謡哉のうちに幸1位を日擶してΠ々の営みをつづけているのである。じっ

'(

に排品こそは,人問生活の根本的指標である。
もっとも,"福という言葉は,一種の目'いロマンティックな糾きを感じさせるだけだと考'える人が

多いであろう「111の彼力'に乍遠く,+ル寸主むと人のいう」とぅたわれるゆえんであるその理卜11は,
李福感は,人にようて多様であるとともに,,福は,
「1丁い'1.'■のように,いつも于に人れるそばから逃げ
次
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ていく,乍しいものだと朽えらオているからである

しかし,多くの人生の述人九ちと同様,わ六くし
は,,垪'は得られるものだと確信している。礼会や
側人は,暫福に必要な基礎を求めて,桔袖的,物

質的向上に努めてきナ・え六くしは,この成果を踏
まえて,臼分の生活を駿かな,稔りあるものにでき
るという楽硯的立場を送び九いと'忠う。だからとい
つて,何が■福であり,そオに至る迦は何かという

ことをかナこる資格はないこれは,道学者光牛にま
かせナこい 1福の道は,ほんらい教えられるもので

はなく,個人が発見すべきものなのだから。ただ,こうはいえるであろう。第一に,不幸に至る道,
すなわち究極的には精袖的な生活の倫落であるが,この道を選ばないという信念とその九めの教昼を

身につける必要があるということである。第二に,人生は長い道程であり,やがて年老いて朽ち果て
ることを自覚すべきである。だが「年をとる」ということは,退歩することではなく,絶えず進歩す
るということ,そうして呼冬わり」が豊かな果実となるような道を,できるだけ早く見つけることで
ある。呼冬わりょけれぱ,すべてよい」のである
人牛の目標に,もっとも敏感なのは,世俗にまみれない20歳前後の時期である。生き方に苦悩しな
がら,ナこしかな選択を目指す学生生活は,希望に満ちあふれ九ものとなるはずである

図書館3階の建設について
嘉

図書館閲覧課長

ー,ι、.

則

川

門

図書館は,諸種の事情で3階未完成のまま,一応昭和48年Ⅱ月末に竣工した。

基本設計者栗原孤一郎氏によれぱ,基本構想は書庫を下層(半地階および地階)の二層と上廟(3階)の一層と
に分け,この間に資料群と関係の深い1階・2階の諸室をはさみ込むという手法であり,換言すれぱ,変形サンドイ
ツチ形式ということになるこのような形式は,日本では,非常に珍しいといわれている。
3階末屯成のまま,昭和50年に「第16回建築業協会賞(BCS PRIZE WORKS BUILDING CONTRACTORS
SOCIETY,JAPAN)」を受賞しナこことは,異例であり,特筆すべきことであろう。
この図書館の選評として,郡菊夫,中田直道,西忠雄の三密杏委員は,次のように述べている。
「・・・一設訓,断村の上でも種々の試みを提案しているが,その迫求して行った苫しみと努力がにじみ出ており,それ
だけに一分の隙もなく手と心力晒'られている作品であると言える。・ー
・・・学校建築といえば安かろう惡かろう的女易さがみえる中で,企廸i・設剤'・施行の三点にそれぞれ椣重な配慮が
なされているのは,この建築がBCS賞受賞作品として適当であると推す理由である。」と。
いずれにしても3階米仕上げのまま,いつまでも放羅することは,図書館建設当初の基本構想にも抵触することに
なり,図書館の管理・運営上に於いても大きな支陣をきたすことが冴えられるのである。
既に,その戈陣は,書庫に現われてきたのである本誌険19(1俳6.4.1沸D 「当庫の収納能力の現状」の中でも述
べられたように,占庫の余裕としては,段数で 1,452段,一段ぎっしり詰めて平均30嶋とすると 43,560冊となるが,
分類ごとの相当スペースを見込む等轡架の適正収納の原則等を遵守してゆくと,17,790冊と激減することになり,図
書鯲の平均叉入Ⅲ1数を約8,000冊とすると約2年後に書庫運用上大きな支障をきたすことが予想されるとあるが,そ
れから1年を経過し九今日では,殆んど書庫の収容能力に於ける余裕はないといえるのである。例えぱ,害架の棚板
一段の巾は,約90cm,奥行30.5Cm,棚板の問扇約27Cmであし,11Ⅲ約 3卯の巾の図せ1をぎっしり詰めて30Ⅲ1というこ
とになるが,参捌図当,雑誌のバックナンバー等の中には,巾14Cm前後のものもあり,ー・段に6 畍ぐらいしか配列で
きないこともあり,さらに新聞のバックナンパーに於いては,巾 6.5Cm,高さ 54.5Cm,奥行41Cmとなっているものも
あり,段あたりの収容俳1数は,さらに減るものもあるからである。
このように,当庫の窮状は,いなめない亊実であり,早急に31砦末仕上げ書矩の完成が強く望まれていたのである。
X,新法経研究宰の完成に伴な「て,明徳館内に大学院の諸施没の黎備,図書館31砦の一部に大学院読書宅の設碕
等が貝体化するという学内事情もあ「て,図書館31砦の完成コニ事が急速に迩展する運びとなったのである。しかしな
がら,大学院読書雫は大学院に所属し,図書餅;とは組織的に異なるので,ここでは言及しないので,この点ご諒承願
いたい。

上述のような出情のもとに,図書鯨としても,早急に対策をこうじる必要もあり,咋年Ⅱ月に,Π匁'館3階完成
実行委員会」が設置され,鋭意検討が加えられ,τ事については,昨年12ナ」から仮設τ艀が始められ,本年3ナ」中句

には,大学院読書室が,4月末には,図書館の書庫等が完成される予定になっている。
つぎに,3階の概要について述べる。
大きくつぎの3つのコーナーに分けられる。
1.東北コーナー
2.西北コーナー

3.東南コーナー
束北コーナーには,大学院読書宅が設けられる。
西北コーナーは,ー・般書庫 1と貨亟図書室が設けられる。貴埀図書室は,西北コーナーの西北1鴾に設けられる。
東南コーナーには,般書庫 2が設けられる。
大学院読書宅へは,図書館東仙Ⅱこある教職員専用エレベーターを使用し,正面玄関からは,出入りできないことに
なっている。

大学院読書室と図書館の書庫との間は,壁面で問仕切りがなされていて,自由に出入りはできない。し九がって,
大学院生が図書館の書庫内のキ十レルを利用するときは,改めて,図書館の正面玄関より入って,メインカウンター
に巾い品なけれぱならないことになる。

(

般筈庫については,空調・冷暖ノナ・換気・湿度等の調鼎,居侘吐等が允分に配慮されている。
一般書庫一1,‑2併せて図書収容冊数は,約30万冊になる。キ市レルは,21台設置されている。既設の地階書庫

の収容冊数は,約30万冊のため,閉架式書庫の収容冊数は,地階・31培両苫庫併せて,約60万冊ということになる。
したがって,図書出納請求の形態・出納の便利さ・新設エレベーターの到庁尿等を允分配慮して閉架式図書の配耀符

えを令館的に行なう必要があり,般筈庫一2には,旧分類図書(昭和38年度以前に父け入れた図脊),一般邊庫一
1には,新分類図書(昭和39年庶以降に叉け入れた図誓),地階には,判"・薪聞のバックナンバー等を配架する。
ヌ,一般i牙座一1には,エレベーターが新設され,メインフロアーの雑誌・参考図書一{,2階のAV室・特別1瑚覧
宰等との闇に,新しい動線がつく。

貫亟図青宅は,般書庫一1・‑2とはちがって空捌・冷暖房・換気・湿度等の,刷牧,居住性は勿論のこと,防火
・防虫・防塵等についても,特に色Ⅲ愚されている例をあげると,
ま杠は,木軸で,壁面には,プラスター米ードを二重に張り, n文闇に断熱材を使用し,仕上げは,踏面,天井,

jjド

とも,ひのき張りとな「ている。 X,床面は,既設のメインフロアーと同じような長尺物力珂長られる。
照明についても,蛍光灯は,退色現象をおこすので,白熱灯を使用することも冴えられ六が,熱線のf1目題もあり,
結1'0,図苫保管上からも退色防止用蛍光ランプが使用されている。
貰電図占宅の図書収容冊数は,約2万柵となうている。
ここには,図書館が所藏している図書の中でも,貴亟な図書がまとめられている。例えぱ,円本(和書)の場合,ノじ
和年朋 a623年)まで,中国・朔鱒叉漢籍・朝鮮本)の場合,明代■靖 a566年)まで,西洋(洋当)の場合,1700
年代までにそれぞれ印刷された図書又は,これに準じる貴埀な図古,待殊文1唯として特に貴重なもの笘が配架されて

(
苫架についても,スチール製書架に化粧合板が張られ,人製のもつ柔らかさと,暖かさを加えることが考えられてい
る。

ー・般譜庫を'、くめて,家具・凋度・備1品等については,できるだけ既設のものと一貰竹,共通椡̲.を持つように配慮さ
れている。

3階太仕上げのまま,3年有余を経過し九が,この冏,当初の'水構想をまげることなく,31砦を完成することが
できたことは,図書館の持つ諸種の機能をさらに充実発展させることとなり,誠に詳ぱしい次第である。
参考文献:
1.丸善八hl01ライブラリーニュース「同志社火学図書館の建築について」栗原腕.・郎
0
^.

1975年第16桓1建築業協会賞作品条「同志社大学図禽館」

3.伺志社大学図書館帳びぷりおてか油19「占座の収納能力の現状

文献探索^二次文献の利用

(19)

人名関係調査

.

料(3)

前号に引続き日本の人名関係資料のうち,各地方の人名を調べる資料を紹介します。関係資来肋リF常に多いので,
紙数の制約上,包括的で利用度の高いものに限定しまし九。
北海道

1.開拓につくした人びと全8巻及附録(年表・索引)
北海道総務部文書課編北海道 1965‑7 9冊(卿
211 ; K)
昭和43年の開道100年を記念し,北海道の開拓にっ

くされた人々の功績を顕彰するために伝記を編集刊
Υしたもの 108名収録。付録に50音1順の人名索引

秋田県
フ.秋田魁年鑑 1977年版

秋田魁新聞社昭51(圃059.1; A 2)
職員録(257 644頁)と人名録(645 760頁)が収
録されている。
8.秋田人名大事典

上記のΠ用拓につくした人びと」に続き,資料収集

秋田魁新報社炉49 468P.(@281.03; A)
戦国期から現代までの物故者3,300人を収録。参老
文献を附している。巻頭に五十音順による氏名総柔
引と巻末に付録として市町村別索引,各藩士,秋田
藩家老,蕩校教師と医学頭,県知打,国公議員,県
会議長の各一覧および雅号索引が付してある

がむつかしいとされていた残1127名を収録したも

岩手県

がついている。
2.開拓の群像上・中・下
北海道総務部行政資料室編北海道 1969 3冊
(気211; H 2 A)

の。

3.北海道年鑑昭和51年版

9.岩手をつくる人々近代篇上・中・下巻
森嘉兵衛著法倣大学Ⅱ,版,' 1974 3冊(街212

北海道新聞社昭51(圖059.1;Π)

2 ; M 3 )

717 792頁に北海道人名録,その後に故人録を収録
している。収録範鬮は呪在北商道で活躍している各

明治雜新から大正期までの人々を収録,索引なし。

界のむ要人 1̲および北海道川身の薯名人。
青森県
4.青森県人名大事典

勲奥口報社昭" 899P.整理ヰリ
史料編 a 705頁と現代和(707 848頁)に分け
を末に索引・出典および歴代の知,:,削知,",市町
村長,議会正副議長を収録している。史料編は古代
から現代までの物故者で郷土の功労者。蜆代編は現
在活躍中の人物を収録。
5.青森市史別冊人物編

青森市史編纂宅締青森市昭30 370P.(新212.

10.岩手年鑑昭和51年版
岩手日毅社昭50 (侮059.1; D
425 628頁が名簿綿で,機関,団体,主要会社,個
人名簿からなし,個人名簿は人名録と故人録に分オ
しいる。

山形県
11.山形県年鑑 1976年版
山形新聞社昭51 (儒059.1; Y 3)
733 900頁にわ九って人名録が収録されてぃる。
福島県
12.福島民報年鑑 1951年版
福島民麹社昭50 (新059.1; F)

1;A (S :1〕)

竹公庁要覧,公社公1引小業団,団体要覧,会社要覧

劉永元年胃森開港以来税住にいたるまでの脊森市の
政治女,尖業家,宗教家,教育家をとわず本市に功

県内長者名,人裟録を収録。

労のあった60余名を収録人物の功紕の紹介を鷺と
している。肖像写A入
6.東奥年鑑 197フ

宮城県
13.仙台市史第1巻第3編人物伝
仙介市昭4 (岨919.1; S住D
413 1541頁にわたって,仙分の淋公大人,側4,

東奥口械社昭51 (薪059.1; T)
503 975頁が名簿邪"1となっており,下「公庁, 1行町
村,教育,各郡団体,医療,分融,会社,斬仏1,放

火業家,篤行家の略伝をかなりの頁をさいて収録し

送,叙動,褒章,故人録からなる。

ている。谷頭に人物伝の羊細な目次がついている

公十,公女,淋士,町役人,学者,文芸家,宗教家

技玄:冴く,武技家,政治家,官公史,Ⅲ人,教育家,

14.河北年鑑 1976年版
河北新毅社昭50 (@059.1; K 2)
国会,内閣,中央官庁出先機関,公共企業体出先機

中村薫著神田史蹟研究会昭10 (@919.2; N)

関,政府機関,金融機関,自治体,学校,研究所,

本文中に,神田の先哲(1 136P),医家先哲遺珠

病院,医療施設,農林漁業団体,商工業,その他馴

(68 フフ),巻末に神田文化史上の和儒蘭欧学の先哲

体,会社,唖業場などの名簿を収録。

戻家,先賢,芸術家の墓蹟 a9 24P)を収録。

栃木県
15.栃木県史全17巻

東京都中野区役所昭29 (⑱919.2; T15)
第12章第3節墓地 a76 241P)に区内の主な名

1933 42年下野史談会刊行の復刻版

墓を収録。
24.港区史上巻

主として明治維新前の人物322名の李:蹟を収録。

東京都港区役所昭35 (⑱919.2; T26‑2)

第16准皇族編系図編(492P.)

第2編街史の終りの付4 神社・寺院・主要墓・

系図綸は栃木県で活躍した豪族又は文化の発展に貞

諸教会に区内の主要な墓をあげている。

献した者の系譜。
第17巻墳墓編総索引(232,232P
16.栃木年鑑 1976年版

新潟県
25.越佐人物誌上・中・下巻
牧田利平編三.条市野島出版 1972 3冊(俄

栃木新聞社昭51 (@059.1; T 2)

281.03 ; M 2 )

254 542頁が名簿編で,皇斗{,職員録,屯要公社要

斬潟県化まれの人,他県出身者で新潟県に来て影糾

覧,人名録からなる。

を、えた人及び郷土の与件に関係のあ九人物で,

埼玉県

昭和46年5ナほでの物故者約6,500人を収録。下巻

17.埼玉県史全7巻
埼玉県昭6 26 213.1; S

第5遂江戸時代前期第9章人物(483 537P)
第6准江ノゴ時代後期第9章人物(443 461P)
第7を近代第13章人物(593 645P)
18.埼玉年鑑 1976年版別冊人名録・企業総

は諸表,諸家系図,箭系譜,職種別索引,地域別繁
引,号別索引,主要参冴文献からなる。
26.佐渡人物志
萩野由之茗佐渡郡教育会昭2 345P.( 982
; H27)
戈術,良火,漢学,医術,数学,音韶学,蘭学及地

」奇玉新聞社 1976 184P.(@059.1; S 3)

理学,神道及歌文,速歌及俳諧,晝画,産業及技芸,

人念録と企業総覧に分けて,それぞれ50音順に配列

筵侠,沙門,女流,雑学の15部門に分け,慶長から

東京都
19.江東区史

(

23.中野区史下巻2

田代善吉編臨川書店 1972 (妨213.2; T)
第13巻伝記編(563P.)

(

(736 フ73P)区内にある81名の著名人の墳墓を収録
?2.神田文化史

大正期の佐渡における人物数再名の伝記を収録。
27.佐渡郷土辞典

東京都江東区役所昭32 (⑲919.2; T17‑2)

本剛矧敬著芸苑社昭25 ( 919.3; H2)

第5編第4章人物伝 a426 1513P.),第5 章基碑

儿例に「人物伝は詩歌,連俳,禽画,配流に関する

a514 1526P)を収録。人物伝は灰内において文

ものを制限し,̲で業,技術, Y./1・.ノテι価の資料を成る

化関係に活躍した人,江東区内に生れた人,1X内に

べく多く採入れた」,「孝子節41}及び明治以後の人物

墓を疾す人,1ヌ内に居住し九人でその業繊,功労が

は測査不充分のためヨ区械し得なかったものが多い」

大きい故人の略伝。塞碑はIX内およびIX外(区内に
あったものが区外に移転しているものおよび本Ⅸと

とある。
28.新潟県年鑑 1976年版

関係縁故の深い人物の墓)にある有名人の墓碑を収

薪潟日報社昭50 (圃059.1; N 3)

録。

職員録(488 551P.),人名録(552 669P.),赦

20.中央区史上・中・下巻

人録(570P.),会社要覧(671 769P.)からなる

東京都中央区役所昭33 (⑩919.2; 1、28)

タ,簿編を収録している。

上巻第2編近世第20竜人物(1357 1408)173名の

山梨県

町人巨而から工芸諸派まで職業別に薯t人を収録。
21.豊区史

29.山日年鑑昭和47年度版
11̲1梨日日新聞社 1珊47 (繋旦1中)

東京都豊島区役所昭26 (但919.2; 1、4)

人名録(302 392P)は役職員と第一・絲のひとびと

第8綿第3『著窓人の墳墓と士俗信仰の塚と萃

からなっている。

長野県

30.信毎年鑑昭和51年度版
信濃毎日新聞社昭50 (飢059.1; S 4)

38.関西人事録

中央探偵社昭31,750,46P.(@982; T45)
現在関西二府四県に在住し,各界第一線に活躍して

職員録,事業所要覧,人名録からなる名簿編(271

いる人約5万人から厳選したもの。人名索引がつい

584P.)を収録している。入名録は県内在住者,県

ている。

出身者および長野県に関係の深い著名人を収録。

滋賀県

静岡県
31.静岡県人物志復刻
静岡県編臨川書店昭49 24,536,37,21P
(@281.03 ; S 3 )

39.近江人要覧増補改訂第2版
近江人協会昭9 583P.(@982;011‑1a)
先に刊行され九第1,2輯の増補改訂版で,第1版
に収録された人々に実際照会状を出して正し,通信

県出身で事業を静岡県でしたもの,および一生の経

のないものは前版のまま,年令のみを訂正して掲
叔。約3,000名を収録。顔写真入りで,略歴,活動,

歴中県に関係あるものなども含め,655人の物故者

職業,住所などを記祓。

1924年刊行の復刻。静岡県出身者だけでなく,イ也府

を収録したもの。巻末に索引および人物年代表がつ
いている。

32.静岡県誌上・下巻

40.滋賀年鑑 1976年版
滋賀日日新聞社昭50 (爾059.1; S)
人が職員編(3即 419P.),会社工場編(425 512

静岡県誌編纂所昭9 1冊(⑱919.3; S 2)

P),人名録(535 604P.)なども収録している。

下巻人物編は先哲遺蹟 a 28P.)と現イ七人物

京都府

事蹟(1 374P.)に分けて収録。
33.静岡年鑑 51年度版別冊静岡県人名録
苛岡新聞社昭51 184P.(御059.1; S 5)
静岡県下の政治,経済産業をはじめとする各界の人
物と官公庁,諸団体の名箔を収録したもの。
愛知県
34.新編愛知県偉人伝
愛知県教育会,愛欠、1一師偉人文庫共和川瀬吉店
昭 9 488P.(⑲982 ; A11)
県出牙の著名人,ならびに県に顕著な打蹟を残した
人360余名の伝記を収録。勤王家・志上,政治家.
武家,学者・教育家,宗教家,篤行,事業家,文芸
家, 芸術家の8部門に区分している。
35.名古屋市史人物編第1 2
名占屋市役所編川瀬書店昭9 2冊(@919.3
; N I0‑11

名古屋市が生んだ古今の主要人物を各部門からひろ
く収めたもので,名古屋市史本編中にあらわれた人
物1,Ⅱ5名の伝記。第二の巻太に50音順の人名索引
がついている。

41.平安名家墓所一覧(@982; Y7)前号参照
42.続平安名家墓所一覧(⑲982; Y 7)前号参照

43.京都名家墳墓録上・下巻(@982; T 2)前号
参照
44.丹波人物志

松井挙崇著「丹波人物志増訂丹波史年表」刊
行会昭35 412P.(⑱982;M37)

丹波に関係ある人物578名を大和時代から明治以降
まで収録し九もの。昭和12年刊行の同著者の「丹波
史年表J の姉妹篇ともいうぺきもの
45.丹波及丹波人

丹波青年社編・刊昭6 (⑩919.4; T)
第3綿人物略伝(1 789P.)丹波出身の学者,
軍人,政治家,教育家その他あらゆる層の国家,社
会に貢獻した現存人を含む人物数百人の略伝。 2頁
3人の割で掲赦し,顔写真もある。なお「人物略伝
後記」に,この略伝に卿信己しなかった人物も挙げて
いる。配列は郡別で,その中はイロハ順。
46.京都年鑑昭和50年版
タ刊京都新聞社昭49 (飢059.16; K)

重県

官庁団体名簿,会社銀行要覧,人名録(565 718P)

36.三重先賢伝

からなる名籌編を収録している。人名録は昭和49年

浅野松洞著玄玄社昭6 302P (但982; A14)

9ナⅡ日現在京都府内在住者および京都で活躍して

534名の伝記を収録。

いる各界著名人を50音順に配列し九もの。最後の頁

近畿地方

には昭和48年9ナj 49年8月の物般者を収録してい

37.関西業界人物大観第1集
冶国興信所大正15 468,362P.(⑱982; T17)

上錨関西業界人物大観(75名収録),下筋名士首
尖検(65名収録)からなり,写真入り。

る。

大阪府
47.浪華人物誌巻1‑4 (芸苑)
岡本撫山著風俗絵巻図書刊行会大正8 4冊

56.奈良県年鑑 1976年版

坦982 ; 09

条良新剛社昭50 (@059.1; N 2)

敬丙名の略伝を収録。

職員録,会社,剤{合,著名人,人名録,長者番イ、1'1

開.大阪財界人物史
国勢協公大正14 96,718P (⑩982; K8

も収録している。

第 1称}財界史,弗2;1,1 人物史 a

和歌山県

718P )か

らなる。人物史は大阪財界における各方面の中心約

57.和歌山県誌全3巻
和歌1,U県剤,1 名苫出版昭45 (新216.6 ; W(3))

人物273名を収録。イロハ剛岫ι列。
49.大阪人物誌一大阪を築いた人々(アテネ新書

第3を第5術人物誌(568 871P.)。中世以前

103)

の人物,淋政時代の人物,明治時代の人物,伝奇中

宮本X次筈弘文';'t 昭35 230P.(旧982; M3の

の人物の4綿に分け,各界の県人物の略伝を収録し

大阪の將済充展を上から育てあげ九為政者や,大阪
の上水に6リしナこ人や明治以後の尖業家ら12人を送

58.備作人名大辞典

んでその仏紀と功鞁を顕賀したもの。

山中誠一編茗廊川当店昭49 2畍(翫28103;

50.大阪新人物誌

(

タ刊大阪新朋社,口本工業斬剛礼昭9 375P

B)
昭和12 14何三備作人名大辞典刊行会刊1・jの後刻版。

( 0982 ; Y 5
剛和9年の"点で大阪で活躍している各方面(軍

岡山喋の人物伝を集成したもの。乾巻の巻頭はイロ

部,突業,Υ1'公吏,教育者,4「}人など)の新人物766

ハ順の人物名宗引,坤をのを木に備作が史年表がつ

tを収録している"己述は4.:年ナjl,職業,住所,

いている

活動,家庭,趣叺などで,人物の勵写真がついてい

59.岡山市史全6巻
岡山lb'役所昭11 13 (@919.5 ; 0)

る。

51.大阪府年鑑昭和51年版

第 5巻第5綿錦6 赤人物(3694 3909P.)多く

新大阪斯聞社昭51(靈059.1;02)

は肖像写真がついている。

名薄市,1としてまとめる形式をとらず,特定頃目のド
でだけ掲,咸している。

印.山陽年鑑 1976年版
山陽新聞社鵬50 (師059.1; S 6)

52.堺文化史伝

213 534頁にタ,鰯としてまとめ,皇室,国会議員,

,・P村11气11券X 堺山'教育委貝会昭46 (貌216.3 ; N)

蚊党役員,1朔山県議会議員,市会議n,町村公敬

第4斈人物'砧、(236 298P.)代表的な堺住民に

貝,中央上愛f,'公庁,中央山先官公庁,岡山県主要

烋点をしぽっていブ。51名収録。

城LI,〒9jl",!、11'要職員, 1b町村職員,学校関係
11.^

53.堺市史全8巻復刻版

」'.,

各郁1引休一艶,岡山県会社・工場要覧,岡山4,t

'1.1身人タ,鑑の媛に分けている。

堺「所及所編沽文C;1.:昭41 (新216.3 ; S)

(

岡山県

昭和5年刊行の復刻版。錦7を別編助1細人物"
占*堺に生まれ, Xは他地力'から来て功粒のあった

広島県
61.広島県人名事典

人物を紬羅したもので,黎明,企盛,馴熟,峡頓の

燃火図当社膿51 2Ⅲ}(師281.03; H)

4期に分け,喫族から武将,僧侶,篤1」'家など各界

本を(612P.)は大正14年刊行の「ど備先哲伝」の

の論家刎に554右の人物の'"験を収録。

復刻改題し六もので864■の茗名人を収録。各人物

兵庫県

について文献の山典を明水しているのが特色。別Ⅲ}
1村録 a58P.)はⅢ{和18年に刊行されナこ「広島UA先

54.神戸市史別録1
林戸lb役所大止U 新216.4; K 2)

賢仏」の後刻で,上として明治以降に活凱し六各界

を木 a

の人物400余名の経歴,業紕を記述したもの。政治

68P.)に近世人物夕11仏がついている。

42名収録

家伝,教育家仏,新聞記者伝等の職秤別に分け,

奈良県

の中を50音 1に配列している。
62.中国年鑑 1976年版

55.大和人物志訂正再版
条良県庁川142 32,フ74,50,16P

.=」一

H 982 ;

中国新朋社昭50 (薪059.1; C)

N 17)

321 695」↓にをJ専としてまとめ,丘!室,内幡j,凶

大和国で,十:女邉都以1野から維新前後に功私のあ、

会,官庁,公社,公団,'1]:業団,,県庁,市役所,

た人までを収録。を太に人物年表がついていブ

商工会議所,各種団体,学校,会社,人名録,故人

の順に分けている

世利民,治水・ヒ木,商工産業,社寺,古蹟名勝,細

山口県

纂,附録の13衞に分けて収録。巻末にいろは順の人

63.増補防長人物誌
近1材部倩石新1 防長火,炎会昭8 336,13P. U

名井之引力ゞついている。
70.福岡県史資料別輯

982 ; K28)

伊東尾四郎細名著出版 1973 (圖219.1; 1(S))

倒造,国司・国守,介,郡領,郡司,六国史中所
見,大内家,毛利家,重臣,能吏,武術,国学,イi
学,歌人,詩人,書家,画人,方伎,鍛冶,煙工,
陶工,雑,復銚,靖献事蹟に区分して収録。巻ボに

福岡県史料叢吉劣打 10輯を合本して復刻したも

50音順の人名索引がついている

人物誌,秋刈藩人物誌,久留米藩人物誌,福岡藩文

四国地方

学者概伝。

64.四国年鑑 1976
高知斬聞社昭50 (圃059.1; S 2)

の。この中に伝記資料として次のものを収録してい

る。伝記吉類概綸,農耕者伝その1 2,水利士功
者伝,算学者概伝,洋学者概伝,北豊人物誌,柳河

長崎県
71.長崎市史地誌編名勝旧蹟部

444 1075頁に人名関係としてまとめ,高知県議会

長岫市役所昭12 (@919.6; N)

議員,同市会議貝,高知県の発展に貢献する人々,
大学,学校関係の名簿,会社,商社,医療,報道関

第3竃旧蹟10 人物遺趾及塞銘(859 926P.)

係名簸,四国人名録,四国関係故人名簿に分けてい

熊本県
72.熊本県史全8巻

る。

熊木県昭36 40 (麺219.4 ; K)

徳島県

近代綸第1(天保年問 明22)第13竜人物(フ75

65.阿波名家墓所記

8ⅡP.)。政治,雜済,文化関係に分けて115名を収

松浦徳決部編刊大止8 38f 咽982;M16)

録。

阿波の先人で,文学技芸,其他特殊な事践を遺して

近代綸第2 (明23 大正3)餌打3章人物 721

世に伝わるものを採録し九もの

758P.) 130余名を収録。

香川県

近代綸第3 (大止4 昭6)弟14章人物 553

66.香川県史復刻版

名著1."1坂昭51(柊理中)

565P.) 41名を収録。

近代編錦4 (昭7 終i桟)第14i工人物(553 565

第2篇第2項人物(フ 84P.)

P.) 38名を収録。

勤王,学士,高僧,孝十,烈女,名士, 1盾吏,武

現代編(終戦後 )第14章人物(745 802P.)文

勇,良工に分けて109名の伝記を収録
高知県
67.高知県人名事典

化功労者として顕彰または表彰された183名を収録。
73.熊本年鑑 197フ(第30巻)

熊本年鑑社昭52 (趣059.1; K4)

高知県人名事典編架委員会編高知市民図書館昭

錦'1部総記篇の中に熊本県人名録(29 47P.)と

46 422,32,2P.(新281.03 ; K)

錦2凱鏡E本県綜合職員録(1 Ⅱ9P.)が収録され

1970年12同31日までの物故者を収録。写真入り。を

ている。

末に明治初期靈臣,国司,大臣,主要公職者,国会
議員,県市議会議長,旧華族,各賞受賞者などを収
録。

卵.高知県史上・下巻

大分県
74.大分県人物志
大分県教育分洲歴火1劉晝社昭51804P.
281.03 ; 0)

高知県史編纂会編・刊昭26 (卿919.5; K 3

明治40年に刊行した「大分喋倬人伝」を大巾に改訂'

下巻第8章に上佐の人物列伝(569 647P.)を収

し九昭和3年版の改題復刻版。江戸時代以降明治40

録。士佐で活躍し九古今の人物の略仏を50音偵に配

年までの郷士を代表する256名の人物伝を祥述した

列

もの。配列は絲世,学術教育,勤王,義人志ゴ:,武

福岡県

術兵学,軍人,官泌,実業工務,医術,繼硫,画

的.福岡県碑誌筑前之部
荒井周夫編大道学館出版部昭4 Ⅱ28,13P
(⑱982 ; A 6 )

勤王,戦役一忠勇,孝節,篤学垂帷,杏林橘井,済

壇,文芸音楽,公共興業,篤行に分け,その中を50
音順に剖列
75.大分市史上・下巻
大市史編纂審議会編大分市役所昭30 31("

919.6 ; 04 )

県外知名士,耶業所要覧を収録。

下巻の人物志(731 824P.)に45名の伝記を収録。
鹿児島県

沖縄県
78.大典記念沖縄人事興信録

76.鹿児島県史全6巻

秦祓吉編大典記念沖縄県人事興信録編纂所昭4

鹿児島県昭14 42 (@219.フ; K)

667P.( 982 ; 08)

別巻に補任表(国司表,守護表,薩摩藩主,鹿児島

昭和3年の時点で,沖縄で活躍中の人物約800人を

淋知事,鹿児島県長官,県会議長并副議長,鹿児島

収録。原籍,寄留,職業,趣味,著作,家庭状況な

県々官,県会議員,鹿児島県選山貴族院多額納税者
議員,鹿児島県選出衆議院議員)と諸氏系図を収録

どについて記述。顔写真入り。
79.琉球総覧 19朋
琉球行政学会 1968 (駈059 1; R)

している。

フフ.鹿児島年鑑 1976

名簿編(396 547P )として皇室,職員録,学校一
11;L

南日本新聞社昭51 (衝059.1; K 3)

Jd.,

名簸編(543 716P.)として,職員録,各種団体

者を収録

人名録,団体,労働組合,会社要覧,本士.在住

(
図書館から

外国所蔵文献の利用について(紹介)

従来,国内諸機関以外に所蔵する文献の利用には,
国立国会図書館の工ending system を窓口にしてお
りましたが,この度 British counci1 を窓口にした国
際的工endingsystem が国際的文献の相互利用を計
る九めに実施されることになりました。下記にその概
要を紹介いたします。

格のマイクロフィッシュネガ,ポジ
③「ト1し込みより入手までの期問
約15日(ただし Re「er印Ce を要するものはケ」1D
④料金
サービス・クーポン券によって処理される(送

また,中込用紙を側覧課第二閲覧係(Tel.3981)に
備えておりますので,ご利用下さい。
記

(

(C) 35%,16%のマイクロネガ,ポジ及び各種規

(a)単行本の貸出しの場合
(b)ゼロックスフォートコピー

文献利用の囲

1冊 2,000円
10頁 825円

(10頁単位)

住)図書,雑誌約250万冊
②マイクロフィルム

料も含む)

約200万

B)年剛75,000タイトルの単行本及び雑誌の賊入
(4) British Museum lo0万冊の単行本及び雑誌20万

(C)マイクロフィッシニ
(d)ローノレフィルム

1枚 825円
20駒 825円

(e)頁数不明の場合は,クーポン券1枚(825円)
を申し込み時に貼付することにより,後日不足
分を精算する。

⑤ヨーロッバk要大学20校の関書館蔵齊

⑤ 111し込み方法

⑥政府刊行物

(a)所定のH1し込み用紙に必要事項を記入する。

⑦ Request 文献中非所蔵のものは購入する

(b)サービス・クーポン券(翆拓D を中し込み用

⑧国籍・・語を問わない
2.文献利用の内容
住)単汀本の貸出及び複写
②雑誌及び政府刊行物の複写
(a)普通紙のハードコピー
(b)複写'▼モ紙のハードコピー

紙に貼付する
(C)窓口は, British councilKyoto (英国文化セ
ンター)

左京区北白川西町77 Tel.(791)

7151

(d)サービス・クーポン券は10枚綴で, 英国文化
センターにある。

以上

1976年度の主な館活動記録
常時ウィーディング体制・要項を決定

4月

貴重図書室,貴重書の再点検,中間報告

9月

二次文献資料の整備・補完の推進

ノノ

関西四大学,図書館職員研修会発足

教員出版図書の寄贈協力を依頼

ノノ

父兄会文庫,ウーーディング図書の処理

10月

私大図書館協会・京都地区協議会幹事校

5月

登録する図書の価格について改正・実施

ノノ

学内,図書業務研修会(第2回)を開催

6月

図書館3階完成実行委員会を編成

ノノ

AV室改修工事,模様替えと整備・充実

ノノ

利用の多い雑誌の複本化を決定

ノノ

7月

業務マニアル作成の検討を始める

上智大学図書館,河崎美智子研修員叉入

ノノ

Ⅱ月

3階書庫完成後の図書配置移転委員会を編成
図書資料収集方針成文化委員会,中間報告

グ

12月

荒木英学文庫の別置を決定(特殊文庫)

ノノ

図書館31砦完成実行委員会,中問報告

2月

図書に挿入された月報の取扱い要領決定

ノノ

ケーリ文庫(特殊文庫),約1,100冊整理完了

3月

図書移管手続内規・同事務要領を制定
本学学生,図書館司書課程実習実施,42乙

9月
ノノ

同和教育委員会資料の宗教部からの移管決定

ノノ

大学院読書室,本館3階東北部分に完成

ノノ

1976年度の主な寄贈図書
1.カナダ政府寄贈図書
The canadian Economy structure and Develop・

自録の公表と図書を新刊書棚に展示する予定である
2.韓国同志社同窓会寄贈図書

ment‑

同志社創立百周年記念事業宛第1次寄贈図書を本館

Ian M. DNmmond 1972 イ也計124冊

が妥入れたものである。「韓国美術全集」15巻他3

これは,同志社大学通信M20で既毅の通り,本学特
別講師 Toyomasa Fuse 教授(ヨーク大学教授)の
ど尽力により二回に亘り,日加の相互理解を深める

叢書計33冊
3.渡辺安太郎氏(本学学生部職員)寄贈図書
氏の60才の誕生日を記念して,本館に金10万円に相

ために寄贈をいただいているもので,今後も引続く

当する図書寄贈の巾し出を叉け,検討の結果「奧田

予定であり,いずれ,本誌臨時号で4月下旬,図書

家文書」全15准のご寄贈をいたガいた

同志社大学図書館のみなさま

上智大学図書鯲

河崎美智子

上智大学図書館閲覧係長河崎美智子さんが,大学の特別研修員として本学に来られたのは,去年Ⅱ月でした。目的は新図
禽館建設の予定のとき,図書館業務の検討を進める中で,特に閲覧・参考業務全般についての本学事情を1ケ月にわ九って
調査することでありまし九。この度,その時の感想を一文寄せていただきました。これを契機にこういっ九形での館員交流
がなされることを願いつつ紹介致します。

このたび,わたくしの勤める上智大学で設けられた職員の特別研修制度により,新図禽館建設を予定されている負'.
員として,優れた他大学の図書館での研修が許されまし九そして同志社大学図当館では,わたくしの扣当業務であ
る閲覧課での実習をこころよくお引きうけ下さいました。はじめて新しい図書館を見学させていただいたのは,三年
前の蓉でした。キ十ンパス内の他の建物とよく鴻和のとれた,美しい煉瓦造りは,ご案内いただいた内部の優れた機

能と,変化にとんだいくつかの閲覧室と共に忘れられないものでした。新館建設に,企館員の意見が直按的に反映さ
れるまでのご努力や,開館以来急速にのびた利用者への対応策のご苦労など,その後も機会のあるたびに図ぎ館関係

の資料を通じて拝見させてい九だきました。また私大図当館協会の会などで前川課長の興味深いお話しもうかがわせ
ていただきました。そして今回は,館員のみなさまの活気あるお仕*ぷりを拝見できた上に,いろいろお教えいただ
くことが出来ましナこ。わたくもどもの仕事場では,ようやく業務分析に取り組みはじめナこところです。充分に話し合
いの上での業務態勢で出発なさった,新館での三年がすぎた今,更に次のステップをと改めてふり返「ていらっしゃ
るみなさま方を拝見してうらやましく思いましナこ。さらにま九,利用者優先と同時に,そのサービスをするためにも,

職員の労働条件を真剣にお考えになる方剣・もうらやましいものでした。郡井亟的なサービスをするためには,最低限の
人員の確保が必要です。でも限られた人員で出来ることしか考えられない現状をもどかしく,思います。忙しい日常業
務の他に,いろいろのプロジェクトチームを作って,現状の手直しゃ新しい三卜画におはげみのみなさま方のお仕事ぷ
りは,わたくしどもも是非学ぱせてい九だかなくては巴忍いましナこ。

同志社大学図書館の歴史(その12)
太平洋戦争末期から戦後へ

1941(昭和16)年12刈 8日の太Ψ・洋犠争の明戦につづく1943 (川杯肌8)年12刈
の学徒出陣は大学から文科系学生の殆んどを奪い,これがため私立大学は存亡の
竿頭にたたされるに歪っ六のである。そして,ーカでは1930年代からはじまっ
た,わが国の軍国主蓑・企休主義化は遂に,その頂点に逹し,思想統制の一環と
して図書の埜禁・押収が盛んとなって,大学が学問研究の必要から永年にわたっ

(

て架収してき九自由土義・社会、も凌関係の図書の官憲によず血制押収が強力に進
められるに至った。多くの大学や図書館は執勘な要求のために,それらの図書を
提出せしめられたが,当鉱は官憲の要求を最後まで拒否しつづけ,貴電な資料を
介口に仏え得たことは当時の当引者の功鞁として讃えられなけれぱならないであ
ろう。

ま九,戦争米刈の1945(昭和2の年初頭からの,わが風全上にわたっ九空襲に
よる戦災は脚い多くの人命を奪ったとともに貴埀な多くの文化財をも灰燃に帰し
第4代鯨長(総長脈任・)湯浅八郎

た。このような空襲から京都が免れナこ事恬については最近,オーティス.ケリ
文学部教授が明らかにされた(otis cary : Mr. stimson'S 'pet city'

the

Sparing of Kyoto,1945 爆撃を免れた京都一歴史への証二同志社アーモスト館,1975.2)が,そのために京都の
多くの文化遺産とともに本学蔵書が完全に残されたことは慶ばしいことである。

なお,明治期の波皿須乳化学校廃校以来,伺志才士の理科専門教育は絶えて久しかっ九が19"(11肝枇9)年4月,伺
冠途士工業,、11門学校として弔yl,:,これが1949 (昭和24)年4月,新制度の工学部として再発足したのである。工業専門
学校明設当時から鞁後にかけて,その藏書の収集・整N・管理は当館に委任され,凶書飴(現在の啓明館) 3階の別
宝に保等されて出納式で利用に供せられたのであった。このような'Ⅱ恬もあって,これらの図書に対する目録.分類
は当初から図鶴獄の蔵占と伺じ分類表によって分類され,目録も混排されていて全γ統一・の魁となったのである。
1945(昭和2の年8力15日,不辺としかいいようのない太平洋較争は,わが国の無条件降服で終結し,連合国の占
領下に全而的な改革が進められることとなるのである。そして1946(昭和2D 年Ⅱ月には「臼ポ国冠討去」が翌年3月
には「教育基本恋」「学校教育法」が,それぞれ公布されて戦後教育の基礎が固められた。これに伴って新制大学の
ダ昌'が急がれ,本学も1948 (昭和23)年4上」,神,文, 1去,経の4学部を,理年4ナ」には商,工の2学部を発足させ
六。大学1'準協会も新制大γにおける図書館の亟要性に行目して「大学1製当餅U'準」の設定を計画したが,その制定
は1952(昭和27)年へとずれ込んだのである。そして本学に於いても戦後の強烈なインフレ進行のなかで図書館の復
則・拡允が進められることとなるのである。

伐中戦後の混乱の11"町の鯨長には前弓に記した牧野虎次総長が1947(昭和22)年4河に退任のあとを湯浅八郎総長
が赤任することとなり,飢員の主なるものには沢111勇次郎・小野則耿・小畑渉・兵働竹酔・花房照登・山田宥應など
が在職,定員としては鯲長以下]2影であったが,戦争末期には兵役などの九め実人員は相当欠員を生じてい九のであ
うた。このような戦中戦後の時期の1941(昭和16)年、学生と図当館の会'を刈 1回開催し,学生と図占館のコミ
ケーシ"ンを.;1'ることに努め,また図省鯨員の研修を目的として、図轡館'学研究会'を開催し,図書館学に関する'

演会や研究発表会を実施し,さらに,この研究会を母体として獣後いち甲・<1946 印臼和2D 年を第1回として、同志
社大学図書館学誠習所"を開設したことは,わが国の図舎飢N教育史上,特卸されることともなっているのであり,
本学の、図書齢'司 1勺課程'は,それを淵源としているとされるであろう。

実例を中心とした

資料のさがしかた

Ⅱ

宅題からさがす例
はじめに

図書館に所蔵されている図書資料を探す方法で,先ず探そうとする内容が,どのような上題(学問分野・件名)に

属するものであるかを,あらかじめ見きわめて探す場合があります。このような場合目録コーナーには「分類目録」
(clasi6ed catalog)と「件名目録」(subject catalog)(旧目録〕,という目録があります。
分類目録は,図書資料を書架に配列するときの順序を決定する要素にもなりますが,本来,図書資料を一定主題に

よって体系的に集める目的で,即ち主題による分類名辞(符牒)を数字によって系列化し,順停を分類記号によって
決定し,配列しナこ目録です。

件名目録は,図書資料の中に含まれる主題・トピックスなど,その名辞(概念を言葉で表水)のアルフーベットj順
にした索引(カード式りスト)です。

分類記号は,始めから利用者にとっては,なじめないと厄W、ますが,名辞から分類記号にたどれる九めの「新分類
相関索引」という索引が目録コーナーに備え付けられています。この索引は,日本十進分類法(NDC)の表に出て
いる項目をアルファベット1順に挙げ,分類記号を示した便利なものです。
主題から探す実例
【質問例 1】

分類記号の(914.6〕が'日本文学の近代随筆、になっているが,どんな相互意味をもっている力、
<解説>

図書資料の分類は,ト進法,即ち「0」と「1から9」までの数字によって,十進的に構成された分類法=日本十
進分類法一によっておほす。 914 という分類を読むとき(きゅうひゃくじゅうよん)ではなく,(きゅう.いち
.よん)と読んでください。この場合の 1桁目の9 は「類」の「文学」を意味し,2桁目の1は「i伺」で,国語区分
「日本」を意味し,3桁目の4 は「目」で,文学の形式「評綸・随筆・小品」を意味します。貞にコンマ以下を展開
して「細目」の6は時代を区分して「近代・明治以後」を示すのです。従って四14.釘は,日本文学の近代随筆
(文学+日本+随筆+近代)というように分類記弓が与えられています。
【質問例2】

特定の主題をもっ新聞学が,なぜ1から9に含まれないで総記の「0」になるのかわからない。分類の展開にっい
て簡単に知り九い。
<解説>

質問の内容は2点です。はじめの質問は,1から9までのも題に入れられない,各分里Hこまたがるものは総記に入
れています。新聞学以外にも図書館学・博物館学・苫誌学など,明らかに特定も題ですが,これらはインフォメーシ
.ン全般に関係する分野と考えて総記に含まれているのです。

次に「NDC」の展開にっいてですが,類.綱.目と,1桁から3桁へと催朋されている例を次の図によって悦明
します。
第1区分が「類」で9つの区分がなさ

れてぃます。 0の総記と合わせて10区分
です。第2 区分の「綱」は,40を自然科
学総記,41を数学.42を物理一ーーとなっ
て,10の類がそれぞれ更に10に展開され
て,100 区分となり,第3 区分の「目」

41
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は,各綱が更に10区分されて1000区分の
目となっています。類から綱,綱から目と順次分類表は展開されているのです羊しくは 014.4 の分類個所には,
図書の分類法と記号法に関する文献がありますから調べてください。

1ある学生の会話】
A君:分類目録を 1枚1枚めくって図書を探すより,開架図占*に市按打'つて必要と,思われるのを探すのが早いし,
僕には開架図書室の書物は目録が必要ない。
B君:僕の読みたい本は大体,著者がわかり,'書名ぐらいはわかるので分類目録は使っ九ことはない。分類目録は
図書館の人が必要なんだ.ノ
C君'僕はちがう。伺志社に入学して教師から「宗教教育云々」とよく剛かされるので,図書館に入ってカウンタ
ーの人に「宗教教育」の関係書がどこにあるかを画接聞いたら,カウンターの人は「目録を調べなさい。その主題な
ら新分類は〔3716〕,川分類は(357〕だ.ノ」と教えられたので,先に新分類目録を見たら読みナこいような力ード3

枚程,次に旧分類目録を兄たら,すごくあった。卒論のテーマーにこの・L顎を決め九ら資料には不足ないと,思っ九。
<解説>
A君の場合,今ここで,すぐ見たいとき,目録を検索する時朋もなく, Xある筈と知っても他の利用者に貸出され

ていては要をなさない場合もあることは理解されます。然し図讐館資料の利用は,そんな場合のみではないと思いま
す。所蔵資料は常に利用され,特に開架図書室の図書は頻繁に利用されて配列位置のみだれもあります。あらかじめ
自分が必要とする内容の図書がどれくらいあるかを把握した上で開架Ⅸ1書を探すのと,そうでなく,直按探す場合と
では,利用出来る効率に叫成の異りがあります。後者の場合に見られる現象に注意しなければならないことは,たま
九ま試験期に図書館を利用して,自分に必要な図書が仙の利用者に貸出されているので,勝手に図書館に行っても必

(

要な図書はないと判断して利用も遠のく原因になることです。あらかじめ余袮をもって,図書館所蔵資料中,自分の
必要な図書資料を分類目録で剤翫忍し,有効な図書館の利用に心がけてください。
B君の場合,臼分が必要とする図当のすべてが,箸者,ぎ名がわかっている場合には分類目録によって検索する必

要はなく,霄名目録・著者目録で十分です。苫者も書名もわからないが,特定主題の図占を探す場合,特定主題に関
する所蔵資料群を把握するのに必要なのが分類目録です。分類目録は図書館員のために必要な目録ではなく,この図
書鯨を利用するために,利用者と図書館員に必要な目録です。
C君の場合,求める生題を「宗教教育」と定めて新旧分類目録を検索しナこところ,卒論作成のためにも資料の昆的
安堵を見て,テーマーも決められるのに大きな手がかりをこの目録が果した例として注目されます。この目録も分類
そのものに限界があします。人為的に十進法により規定し,系列化されたものであり,時代の進展・学問の進歩,或
は所蔵資料の量的面で改訂・改正の必要が牛じます本学図書館でも,ル1分類,妖分類といった二本立てになってい
るのも,そのようなナ聖由からです。
旧目録には「件名目録」があります。"shoky6 ky6ikⅡ,の項目をひきますと,単行本はもとより,企某・双書の

中に含まれている主.題が把握できます。又キリスト教教育の場合には,'教会学校、といった件名も辺てられ,関係
資料群が父められています。このように主題からヨ"べる場合の力ード目録の検索には,分類目録・件名目録を柑関的
に活用ください。更に本学に所藏しない図書資料の利削も心要になると思われます。そのような場《は係員によく和
終してください。
【質問伊N】
戰後の日本家族法について研究するのですが,本学図占館所蔵文献と,関係図当の出版状況が知りたい。
<解説>

(

※質'問は民法上での家族に関する文献を検索することで,分類記号は新分類(324.6〕の個所が親族法(家族法),
身分法に関する文献が集められ 3247 相続法・相続制度,(3248力の戸籍法も関係する分類記号です。又旧分類
は 453.5 親族1去,453.6 朴1続法です。 1ヒ1目録には件名目録がありますから"Kazokuh6,でひくと,相続法・親
族松・ノゴ知i法という件乙碩目のもとに関係文献が集められていることがわかります。1U分類目録の場合には,単行本
の巾,或は全架・双占の中に介まれる複数の上匙を副出(複主題を目録中に挿入)しておりますから1冊の単行本で
もト・ー.分に完用できます。
.
..
.

次に本学図'1}紺に所藏していない図書資料があ'ますそのような文献を11べる場合,総記の書誌(02幻とい

う分類個所があり,'、リ門分野を更に展開して 028.324 が家族法関保舎誌です。ここには太誓武男編'家族法文献
条成一戦後家族法学の歩みー、'家族法刊例・文献集成一幟後家族法の歩みー、という轡誌があります。愛に家族問

に関題する総介的文献については,社会学の分"¥028.36力には,太田武男綿'家族問題文献集成一桟後家族問遡
研究の歩みー、といっナ:"誌があります。
芽雑誌論文については,'雑誌記事索引人文・社会糸,1 累砧楽引シリーズⅡ法1卞,シリース气は士会、(P027:Z3
のモ題*引によって稠べてくださし 、
0

様一般の出版物に関する目録,全国者誌の分類個所 025,日本の場合〔025.]〕には,圈辺国会図舎鯨編集'全
1̲1本川版物総目録、があります。この目録は国立国会図書鯨に納本された1酒書資料を年度征に収録しているものです
又出版ニニース社の編集する'川版年鑑、の内容で第2編図書目録には年毎の出版図書をNDCの順序によって収録
しています
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フルベッキの署名本について
.解

﹂゛

'

今回は明治政府お雇い外国人第一号であったフルベッキ(アメリカ読み・バーベック)
の署名本を紹介します。署名は写真が示すように「Guido F.vetbeck 7July1865」とあり
表紙と表題紙のニケ所に同じ署名がある。1865年といえぱ慶応元年である。即ちこの本は

ノ

、

^

●、1.#',■轟↑忙●

フルベッキが幕府時代長崎に於て署名した本である。

1.ドql,圭1】.オ"'訂ι」3奮轟

訂工

フルベッキは1830年オランダのザイストに生れ,ユトレヒトの工業学校を亨業し,米国 ^1'ι、枇1卦゛X、Tぬし
^^
ぜIA 口人iι0
に渡り土木技師になった。在米中に大病になり,その影将で一生を柿にノ倒士する決心をし
てオーバン神学校に入学し九。神学校卒業後米国プロテスタントのオランダ改革派の日本 It HT ':0熊0 O U 矗工
I×6T輪U酵札X燮
派遺宣教師に応募い859年長崎にやって来た。(日本開港後一番早くやって来た宣教師六
人の内の一人)長崎では幕府直怯の語学校「済美館」や佐賀藩校の「致遠館」で教師とし 賀三6丑鴬史雰'嵳力冨'加蛮数A.
1'臭 1゛'
て多くの宵年を指導した。済美館には岩倉具視の子息や小松柑刀等がおり,政遠館では大
隈重信や副島種臣等がフルベッキから米国憲法,英国憲政史や,国際公法等を学んだとい
う。明治になって東京に招かれ,明治2年大学南校の教師になり,さらに太政官の法U!顧
ι0"■沖
門,後に元老院の顧門となっ九。明治Ⅱ年彼本来の任務と考えていたキリスト教の伝道にー
●^^^゛

闘^^断●^、^

^^^^^^.^"
^^

^^^
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学^●^
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U^^●●.^
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■,●

従事したいと願い1.Uて,11年8月政府雇入が解除になっ九。以後布教や伝道に従・打した。その後明治学院大学の前身
である東京一致学校の教師となり,聖書の翻訳等に活躍した。明治31年3打(1898年)68才の時東京で亡くなり,死
後門弟らにより青山外人墓地に大理石の墓碑が立てられナこ。
以上に述べ九ようにこの本は署名の年月日からフルベッキが長崎で多くの吉年1一洋Nを教授していた時英国からと
り寄せた本であろう。

何の目的で購入し九のであろうか?士木技師としての技量が冬藩に認められていたので器貝,器材の騰入斡旋用
カタログとして騰入したのか,或いは教授用の一冊として購入したのが不明である。彼は多くの図苫の購入を斡碇し
ナこといわれる。その内の一冊で彼が署名して渡したという人もある。何れにしても徳川米期の英国に於ける器具,瓣
材の現状が一目でわかる綜合カタログとして珍らしいものである。
内容は光学,数学、哲学,写真術,及び気象器具に関する図解説明付綜合カタログで総頁306頁,人きさ縦25Cm,
横15Cmである。国内価格と征夕H而格の二通り力靖己赦されている。発行所の NEG郎TTIAND ZAMBRA 1ばエリザベ
ス女王御用達店であり王室天文台,海軍省,陀電省,商務省,グリニッチ気象台他世界各地の天文台,会(象台に商品
を納入している店である。発行年は明記されていないが 1863年 1864年ごろであろう。なお British Meduam の
G印eral catalogue of printed Books (同志社大学図書館所成)の中にこの本の初版 a859)力刈又録されている。
この本は元来仮綴本であったが,いたみのため残'よながら製本されてクロス張りになっているが,1いにも表紙と
喪表紙が利用されて表紙に張られている。
同志社に納本され九経過をさぐるべく明治時代からの古い台帳を丹念に調べたが何らの糸口も発見川来なかっ六。
ただ裏表紙に「理化学暑剖戒当フルベッキのサイン村田氏」とあり村田氏が誰か不明である

が村田氏と何か関係ありそうである。明治中期に廃校になったハリス理科学絞に備えられ

1

ていたのかも知れない。フルベッキと同志社とは闇接的なつながりがある。即ち熊本洋学

校(明治4年)の教師であったジェインズは横井大平(槌井小楠の甥)の依頼でフルベッ

'

.,

キが紹介した教師であった。その熊本洋学校の 1.徒多数が同校廃校とともにジェインズの
すすめで新島襄の同志社英学校に大挙転校してきた。フルベッキの紹介がなけれぱ同志社

゛

に熊本バンドの姿は見られなかったであろう。従って熊木バンドを介してフルベッキと同

●^

"志社は結ばれているといっても過言ではなかろう。なおアメリカニニージ十ージ州ニュブ

ルンスウィックのガードナー, A,セイジ図苫館にフルベッキ文庫が存在することを占き加えておきます。

Dあとがきぐ
0 、びぷりおてか' M21をおj山けします。

"びぶりおてか"
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編集貞任者楠見愃伸(図苫館庶務課長)
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0 今回は法学部長大谷実先生にご寄稿をお願いしました。
0 本号より、目次'をつくり 1頁に叔せております。

