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1978.
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正

加藤与五郎先生は,同志社ハリス理科学校の卒業生で,後に東京工大名誉教授,文化功労者となら
れ,「フエライトの父」,「日本のエジソン」とまで云われたほどの大先達である。
先生は欧米に北ち遅れに日本の科学技術を一日も早く世界的水準にまで高めようとして教育,研究
に打ち込まれ北が,その目標とするところは決して外国の模倣ではなく,常に独創的なものであっ北。
先生の,そのような突践の背景には,「学問が本当に進歩するためには,誰かが独創的な新しい思想
を提唱し,新しい事物を発見し,新いハ機械を発明しなければならないし,ことに科学者にとっては
独創性が何にもまして大切である」との信念が強く
作用してい北に違いない。

目

次

先達に思う

・・ 1

情報としての本とモノとしての本

2

いつ来てみても本がない・・

4

文献探索(22)心理学分野
留学生から一故国の大学図書館
実例中心・資料のさがし方 a4)

8

同志社大学図書館の歴史 a5)
ピックァップ「舎密開宗」

5
10
・・12
13

先生は,東京工業大学を定年退官され元後も,督
井沢に自費を投じて創造科学教育研究所を設立され,
創造性開発を柱とする後進の指導に生き力女ハを見い
だきれ,それに余生のすべてを捧げられ北。私は,
幸いにして,夏期休暇中に行われる軽井沢セミナー
に学生有志と参加し,いくたびか先生の咳に親し
く接する機会を得北。セミナーを通じ,先生は醇々
と諭すように学生諸君を指導きれにが,それは,む
しろ教師である自分に向って叱陀激励して翁られる
ように思えてならなかっナこ。先生の型破りとも思わ
1

れる発想には,時として戸惑いを感ずることもあっ北が,より良く生きるにめの知恵と勇気を与えて
下さっナこことは,何よりも有難かっナこ。

先生の教えの多くが,今も脳裏にやきっいているが,読書に関すると意見を端的に紹介すれば,
「基礎的事項の徹底理解」と「文献に頼るな.ノ」である。前者は法則,原理などを含む基礎的事項を
徹底的に理解して浦けば独創的なアイデアがヒ,コヒ,コ(先生が好んで使われ北言葉)出てくるも
のであり,後者は独創的なものであれば文献など見る必要はないはずであり,仮りに文献を見る必要
があるとしても,あらかじめ文献を調べてから考えるのではなく,むしろ考えてからにすべきである,
との先生の信念から出北ものであっ北。

先生は,誠に人間愛に満ち北,苦学力行,努力の人であって,ハリス理科学校時代は特待生で通し,
まナこ10年間に約300件の特許をとられ北とも伺っている。先生は 100才忙近い天寿を全うして先年,
この世を去られナこが,その生き方,学び方には多くの教えが含まれているように思われてならない0

終わりに,軽井沢のセミナーで先生がよくオδつしゃって浦られナこ言葉をしるそづ。「天才の99%ま
でがパースピレーシ,ンであって,残りの 1%のみがインスヒレーシ"ンである」と。

情報としての本とモノとしての本
文学部教授山

本

明

本は活字や絵から情報を得るナこめに読むものだ。だから,湫石の「三四郎」
を岩波書店版の全集で読もうが,角川文庫で読もうが,同じことである。
と言いナびハのだが,そうでないところに,本の醍醐味がある。「三四劇り
はもともとは朝日新聞の連載ノN洗だから,新聞で毎日北のしみに読んでい北
人は,のちの令集に収録され北「三円劇U には異和感をもっ北にちがいな
い。小説にし乃,論文にしろ,それを最初に読んだときの印象が強烈だと,
そのときの造本や活字のならび方までいっしょに三己憶してしまい,のちに文

庫本で読みなえδしても,最初の感動が伝わってこない。たとえば,ほ'くは中
学生のころ,雑誌『新潮』忙連載されてい北太宰治の「斜陽」を北のしみに読んでいに。それ力読冬る
と,

こんどは志賀直哉をボロクソにやっつけ北「如是我借U の連載がはじまっ北。当時雑誌は用祗

不足で64頁。紙も悪かっ北。だから,ずっと後に筑摩の「太宰治全集」で「斜陽」や「如是我聞」を
読むと,あの雑誌連載とはちがうものではないかと思ってしまう。立派な造本,クリーム色の良質紙
に印刷され元大きな活字,これだと,あの敗戦後の混乱期の中で書い北り読んだりしナこ雰囲気が消え
てしまって,ほ'くは「これじゃあない」と言いナこくなる。ほ'<1ことってマルクスの「資本需」は,肩'

木書店版長谷部文雄訳でないと,読めない。あの版だと,何がどこに書かれているかを,北いてい憶
えてぃる。岩波文庫版や,国民文庫版では,まっナこく見当がつかぬ。

という訳で,ほ'くにとっての本とは,情報元であると同時に,モノとしての本でめり,それが一体
になってぃる。だから,文庫本ではじめて読んだ小説や論文は,どぅも感銘がうすい。文庫本の手樫
さが,そのまま内容にまで影響しているような気がする。

ほ'くは,原則として,本に書込みや傍線はひかぬ。学生諸君の中には,それをしないと読んだ気に
ならない人がいて,本を貸すと,傍線をひいて,そのまま返すのがいる。消ゴムでゴシゴシやるが,
その手間はナこいへんなもので,だから,ほ'くは蔵書を学生に貸しナこくない。

以前,同志社で同僚だっ北T氏は,自分の本にはクレオンやサインペンで傍線をひき,書きこみを
するクセがあっナこ。 T氏は天才とも言うべきえらい人で,ほ'くはときどき氏の蔵書を借りナこが,読ん
でぃると,ところどころに,クレオンで「重要」と書かれてい北り,赤や青の太い線がひかれている0
ほ'くにすれば,「あのT氏がここに重要と書いナこり,線をひい北のだから,この個折はきわめて大切

なのであろう」と何度も読みかえすが, 1゛つこうにその重要さが分らぬ。「ああ,えδれは、駄目だ,低
脳だ」と気が滅入ってくる。そこを奮起して,いつもの二倍,三倍の時間をかけて読む。それでも,
分らない。 T氏に何冊か本を貸りにが,あるとき松本清張の推理小説を持ち帰'つ北。ここにも,おび
北だしい傍線がひいてある。推理小説なら,ぽくもT氏と実力伯仲だろう。そこで傍線部分を丹念に
調べに結采,この傍線は,さほど重要な意味がないことを発見し北。ある個所は,珍しい表現であり,
別の個所では登場人物の名前である。どぅやらT氏は,イ可か智愚こむクセがめるようで,そのクセに
ほ'くがひきずりまわされる理由はないようであっナこ。

ほ'くは本に書きこみをしないが,学生時代は「これは重要だ」とガもづ個所にエンピツでイ射尿をひ
^
三年もして,その本を再読してみると,「ああ,なんとつまらぬ個所に傍線を
入れに 6 のか。ちっとも分っていないではないか。同じひくなら,次のバラグラフだぞ」と,過去の
自分に腹が立って,じっくり読めない。「こんな読み方をしていナこ。だから,失恋し北んだな」と,
つまらぬことまでえ'もいだす仕末で,それ以来,書きこみや傍線は,いっきいしないことにきめナこ。
いナこ。ところが,

,

Ⅲ
キコウ

(

さきに,ほ'くは文庫本はなじめぬと書い北。苦労して高,ハ金で買っ北稀観本が文底材ゞに入っナこりす
ると
不聖1忙侮辱されにような気がする。ちかとろのよう池,学術書め§文庫本になることが多IDと,
本屋に行くにびに佑辱きれている。だが,それはそれとして,ほ'くが入手していない稀観本は「1'1!く
文庫本化なれぱ'1ハいのにな」と考えるのだから,勝手なものだ。たとえば,黒岩涙香の棚案小説を文
庫本で全集Kしてくれ北らとか,これは珍らしいものではないけれど,長沼弘毅のシャーロック・ホ
ームズにつ1̲、ての随筆七冊も文庫にしてほしいとか,ついには「文庫版・幻の名作全集」という企画
を北てて,ベッドの中でその内容構成を楽しんだりする。涙香のは,大正期にでに黒いポケット・サ
イズのを三1Ⅲほど持っている。これは,いまの文庫本程度の簡単な装丁だから,あまり゜思い入れ"
はない。文庫本で涙香の嗣案小説を全部読めるのだっ北ら,冬休みなど,ねころがって全部読んでや
ろうと空想する。長沼弘毅のは,いまでもハードカバーのを新本で買えるのだろうが,ページ数のわ
りに定価が高い。それに,七冊もでてしまっては,一度に買いにくい。やはり,文庫本で手怪1こ読みナこい。
とはいえ,文庫本は,原則として「読みすて」的なものだから,文庫本にしてほしくない作品もあ
る。ナことえば,花田清輝,植谷雄高,中野重治は,なるべく文庫本1こしてほしくない。ほ'くの心情と
しては,文庫本で読み捨てするような人1こは,読んでもらい北くない。もちろん,全集を買えとは言
わぬけれど,"わが,花田清輝が,森村誠一や横溝正史とならべて売られているのは想像し北だけで
耐えがナこい。こラいうものは単行本^なるべくなら全集や作品集ではなく^初版か,初版と同じ
装丁のもので読んでほしい。入手できねば,図書館で読んでほしい。
ここで,やっとこの文章を,ほくに依頼しナこ図書館がでてきナこ。筆を那くことにする。
,

(
カウンターから

あなたの借りている本を読みたい人がいます.ノ
今回は,本を借りている人達への枯願いです。と承知のように,君達は一週間という約束で本を借りています。こ
れは,ひじょうに残念なことですが,返却期日が守られていないのが実情です。図書館としては延沸・4日目をめどに

将促ハガキをだしていますが,その枚数ナこるや年に'ニ.千枚、を越えているのです。なん北る浪費.グ。北っに 1日で
も1力月で'も遅延は遅延。しかし,考えてみて下さい。君仙人にとっては,北っに 1日でも,それが千人となれば1刈
書館の本が千冊,皆が皆4冊借りていえら四千冊もの本が,返却日に図書館忙返ってこないということを。そして,
その木を惜りようと毎日侮R1叉1書貪齢こ通っている学友のいることを秀えてみて下さい。北っに 1日,はやく気づく北
けで遅延はなくなるのです。足非典こ恊力をお願いします。
(九鬼)

<利用者の声>

いつ来てみても本がない
メイン・カウンター前の記入台に投書箱が置かれています。これは,噛入希望図書と意見,提案等図書館について,

利用者の声を聞き,図書館運営に反映させる北め忙設けられているものです。学部,学科,年度,氏名を明記しにも
のには,意見と回答を掲示しています。それらの中から,最近のものを紹介してみましょう。
Π】『法学部のゼミの関係で「注釈民法」をよく利用するものですが,その北びに必要な巻次のものがすべて,他

のゼミの人などに借り出されていて,結局利用できなかっ北ことが多々あります。ちなみに,ここ 2 3週間,ほと
んど毎日来ているのですが,第10巻(債権aD が書棚にありません。みナこところ,4セ・"ト分くらい購入きれて,閲

覧忙供されているようなので,そのうち 1セットを禁帯出にして,つねに館内1て確保し,いつでも閲覧できるように
してい北だけないでしょ5か。館外に借り出せないという難点は,最近,館内でコピーがし易くなりましナこので,充
分補われると思います。一冊が高価な本で,館内にないからといって,そうそう個人で買うわけにもいきません。よ
ろしく御考慮下さい』

《回答》本館図書選択委員会では,図書購入の複本数は5セ・"トまでとしています。しかし,「注釈民法」は利用
率が高いので,あと 2セ・"ト購入し,1セットを禁帯出とするように既1て手続中です。今後,特定主題で利用の集中
する図書については複本を設けることは勿論ですが,開架図書のなかで,適宣,禁帯出とするものを指定するつもり
です。
【2】『以前から思ってい北ことなのですがレポート,論文などを書く際に,図書館に本あるいは資料が所蔵されて
いるが,実際にはない。つまり,必要な本や資料が貸し出されていて,読むことすらできないのです。そのために

は,複本を充実きせればよいのでしようが,他に新刊の買い入れなどがあり,そこまで予算がまわらないでしょう。
そこで提案ですが,例えば同一本が図書館に3冊あるとすれば,そのうち 1冊は貸し出さないこととし,読みナこい人
には,館内閣覧あるいはコピーをしてもらうということにすればよいのではないでしょうか。』
《回答》文面からは不明確ですが,趣旨からすると開架閲覧室の図書に禁帯出のものを指定してはどうかという提
案かと推察いたします。昌5までもありませんが,雑誌・参考図書室はすべて禁帯出図書であり,閉架図害(書庫に
ある図書)も雑誌は勿論,一部の図書を禁帯出図書として利用に供しています。また問題の開架閲覧室の図書も一時
的に利用度の高いものは禁帯出扱いにすることになっています。北だ開架閲覧室の図書は原則として貸し出すのが前

提となっている北め,極端に禁帯出図書を多くすることは避けなければならないわけです。つまり,開架閲覧室の図
書の大半が禁帯出扱いなら貸し出しをやめればよいからです。ちなみに,大学図書館で試験期に図書の貸し出しをし
ないところもあるのはこのような事情によるものです。次に利用の多い図書は原則として複本を購入しています。カ
リキュラムと関連する図書で特に利用度の高いと思われるものは5冊位を購入し需要に応えるように対処しています。
こ提案のように,そのうち 1冊を禁帯出扱いとすることも含めて,目下のところ,検討し,行ないつつぁりますが,
一律に禁帯出とすることも問題があり,ケース・バイ・ケースで善処してゆきにいと思います。
【3】開架の「般子の7の目ーシュルレアリズムと画家叢害一」という本は1巻 7巻と別巻の全8巻あるはずな
のに,いつ行っても3,4,6,7別巻があるだけで1,2,5巻が見当りません。なぜでしょうか。』
《回答》結論から申し上げますと,1,2巻は書庫にあります。 5巻は貸し出されてい北ものと思われます。調査
しに時点では開架閲覧室の書架にありました。次に同じ叢書でありながら,開架閲覧室と閉架(書庫)に分れている
原因について説明いたします。第1は浦気付のことと思いますが,目録と分類が全集・叢書・講座扱いをして整理さ

れていないということです。その北め,分類が1冊づつ違っているので1個所1てまとまらず,ばらは'らに並べられま
Salkoro no shichi no lne

す。北だ書名目録には「般子の7の目1 フ」として叢書名で調べることが出来るよう配慮はされています。第2は
この図書館では,開架閲覧室に出きれる図書のうち,書架のスペースと図書のつまり具合をみながら,利用度その他

の面から調査して閉架(書庫)に移す作業を行っていることです。その結果,1,2巻は書庫に配架され,3巻以降
が開架閲覧室に配架されるとい5ことになっにわけです。開架と閉架の識別は,カウンター前の「開架閲覧室目録」
によって行っています。参考までに本叢書は全12巻と別巻1で,あと3冊が現在米刊となっています。

(島田)

文献探索^二次文献の利用^(22)

心理学に関する二次文献について

令回は心理学1て関する二次文献を紹介します。心理学は非常に範囲が広く,各分野の研究に関与し,あるいは各々
の分野に村いて独立し北研究(例えぱ,教育心理学,産業心理学等)が進められています。従って今回は,邦文を中

心に,同志社大学図書館に所蔵しているものを紹介するにとどめます。ま北,ほとんどの単行本の巻末,各章末に参
考,引用文献が,多数紹介されていますので,それも併せて利用して下きい。
〔1〕心理学全般
日本心理学年次・種類・著者類別

jギ本惣吉筈モナス昭12 (但016.14;K)
明治Ⅱ年から,昭和12年までの単行本翁よび,全集
を年次,種類,著者別に収録し北もの。
邦文心理学文献目録稿
国立国会図書館支部上野図害館昭28(@016.14;K2)
明治初年から昭和27年までのもの約2850点を分類別
に収録した録。巻末に著者索引あり。
文科系文献目録 XV 一日本人の性格研究篇一

フ. Hatvard l'i8t of Book8 in pgych010gy 3V
H町ゞω'd uni". P'0豁 1948 (但016.14;H)
各領域の代表的凶舎を選択し,納単な内容紹介と,
価値評価を加えてある本図書館忙は初版のみ。
8.原典による心理学の歩み
南博著講談社昭49 ( 140.2;M)
心理学の原典の解題書。原著者略伝・参考文献が,
巻末忙ある。
9. Eminent contribⅡtot8 to P邑ych010gy 2V
Xvatson, Robert l. springer publishing comp‑

日本学術会議第一部昭38 (気02&N‑2)

抑y 1974 (気028.14;W)

昭和34・35両年にわナこり「日本人のパーソナリテ

欧文個人著作目録・洋書についてはだいにいこれ

イ形成に関する心理学的研究」(代表者・城戸幡太

で,まかなえる。

良のが行なわれ,その一環として文献目録が作られ

0.人文図書総目録

ナこ。それは戦前から昭31・2年までを収録。本書は,

人文図書目録刊行会,昭48.年刊(分類されない)

さらに昭和36までのものを追加しナこものである。巻

現在刊行されている人文図書謁よぴ,刊行予定のも

末に著者索引あり。

のを収録してある。

文科系文献目録 XX 一心理学篇一上・下

(

日本学術会議第一部昭42 (気028;N‑2)
昭和37年1月から昭和41年12月までに刊行きれナこ心
理学関係の学術文献約7000点を収録してある。
日本心理学文献目録全3巻
日本心理学情蝦センター昭42 ( 028.14;N)

(2)記事索引・所在目録
11.雑誌記事索引人文科学編
国立国会図書館紀伊国屋書店(翅P027;Z)
昭和23年9月以降国立国会図書館に,納本され北和
雑誌中の人文科学関係論文を収録。主題による分類

昭和42年1月から昭和"年12月までの間に刊行され

の中を件名の50音順忙配列。件名一覧・著者索引・

たわが国心理学研究者の業績が,本人の通報を主体

誌名一覧がある。

として収録きれている。
心理学のすすめ
波多野完治・1帳永保編筑摩書房 1沼43( 1407;H)

12.雑誌記事索引一人文・社会編一累積索引版
国立国会図書館紀伊国屋書店(御P027;Z3)

上記「雑誌記事索引」を分野別に改編し北もので,

第V章に「現代心理学を学ぶために」として昭和28

第1巻から27巻,昭和23から49年を四期に分け,現

年以降昭和38年までの文献目録浦よび,大学・研究

在第1期昭和45年から49年と第2期昭和40年から"

所の紹介がある。これ以前の文献については,上記

年が刊行されている。分類はそのまま踏襲し,その

枯よび「心理学文献目録」国立国会図書館(購入予

細分として新北にキーワード q牛名)を採用して区

定)を参照。

分けをし,累積しkもの。巻末に収録誌名一覧があ
る。

13.心理学研究
日木心理学会(師P140.1;S)

穐山貞登等著誠信書房昭43 (圖141.44;S)
創造性研究用語辞典浦よび文献国録がある。な浦こ

各号太に日本心理学会によせられ北文献倒録がめ

れ以前の文献については,「創造の心理」(購入予

る

定)穐山貞登●剣言書房の初版浦よび増補版がある。
23.青少年問題に関する文献目録

3 心理学各論
14.わが国における創造性の研究に関する諸文献

総理府青少年対策本部(飢028.369;S)
占少年問題に関する文献情報について,「青少年問

松本金寿等編日本文化利・学社昭48(新028.141;M)

題関係文献分類表」に示す分類に従い編集し北もの

日本教育心理学会第15回総会で行なわれたシソポジ

である。各年度(本図書館にはⅣ昭和47年4月以降

ウム「創造性の方途を記念して作られたもの。わ

しかない)に,わが国で刊行され北単行本,定期

が国で初めて作られ北ものとして評価きれる。収録

不定期刊行物の掲載記事のうち,青少年問題を主題

は戦前から昭和48年7月1日現在となってぃる。

とし北文献を収録してある。な浦この目録に収めら
れ北文献のうち,重要なものは抄録を作成し北「青少

15.感覚+知覚心理学ハンドプック

和田陽平等編誠信書房昭44 (師141.2;K)
名章末に多数の欧文・邦文文献がある。
16.図説心理学

久保良教編北大路占房昭47 (師140.LK)
現在重要かつ定評のあるとされている心理学的事象

を図と表であらわした一般教育の心理学資料集。
227P‑241Pまで参考文献がある。
17.総説発達心理学
武政太郎著大日本雄弁会講談社昭33
(圃143; T 2 )
巻末100ページにわにり昭和33年までの「心理学研

年問題1て関する文献抄録集」(圃028.369;S 2)
がある。

〔3〕社会心理学・教育心理学
24.社会科学文献解説全10冊
大阪市立大学経済研究所,日本評論新社
((今016.3; 0‑2 )
旧大阪商利・大学が戦前刊行してい北「文献年報」の

復刊を意図したもの。戦後約7年間の社会学関係の
書誌として唯一のもの。収録期間は昭和20年9月か
ら昭和27年6月まで。
25.戦後法学文献総目録全2冊

究」を,はじめとする雑誌の論文を収録しに「総説

日本評論新社(飢28.32;N)

発達心理学文献集」がある。

昭和20年9月から昭和28年12月までの法学に関する

18.児童心理学の進歩

文献を21部門に分けて掲載しに目録。単行本の他に

金子書房年刊(整理中)

論文集・雑誌論文も収録してある。これ以降は「法

昭和37年度版以後,各年度の雑誌・単行本のレビュ

律年鑑」(伯450.5;N)に引きつがれた。各部門こ
とに単行本と雑誌論文に別けて題名の順に配列して

9.青年期心理学
岡本重雄・津留宏著朝倉書房昭32
(師143.4;の
巻末に「青年期を描い北文学」を含む文献一覧(邦
文中心0 が30ページにわ北り収録されてぃる。
0.わが国における青年心理学の発展
依田新著金子書房昭52 ( 143.4;Y‑4)

ある。

26.経済学文献季報
経済資料協議会編有斐閣(師P027;K)
昭和31年以降の経済学だけでなく広く社会科学関係
の文献目録として現在最もすぐれているもの。これ
以前のものとして「経済学文献解題」(@0.16.34;
02)がある。

巻末に720タイトルに粘よぶ青年心理学に関する和

27.文科系文献目録 XⅨ社会学編

文文献目録がある。ま北,各章末に欧文を含む参

日本学術会議(圃028;N‑2)

考・引用文献が多数収録されている。

明治16年から昭和39年までに発表きれ北文献約7000

1.衝動病理学ーソンディ・テストー
大塚義孝著誠信書房昭49 (罰145.9;03)

点を収録してある。
28.社会学研究文献要一20世紀文献要・V‑

巻末に衝動病理・実験衝動診断学1て限らず S勾ndi,

佐野眞著日本アソシエーツ昭和52 (気028.36;S)

L.の運命分析・運命心理学に関する内外のすべて

昭和40年代の社会学研究文献を対象とし,雑誌論

の文献(413タイトル)を収録。ナこだし,仏・伊語

文・単行書・書誌・書評類を集め,文献的に研究成

圏の文献はかなりもれている。

果を佑瞰しうるよう忙編集きれている。

2.創造性研究ハンドプック

29.マス・コミュニケーション講座第6巻

二十世紀研究所編河出書房昭30(@145;K14)

に^100冊の本」がある。

本講座の最終巻「マス・コミュニケーシ.ン事典」

37.体育学研究文献目録 2冊

である。年表・用語解説の他に文献目録が収録され

谷村辰己編不昧堂出版(気028.78;T)

てぃる。この文献目録の附録として「諸家の推藺す

第1巻は,日本体育学会発足20年を記念して,体育

る必読文献」がある。

学会第1回から第20回までの研究発表を,体育原
理・心理・生理など20項目に分類し,きらに年代順

0.状況の人間行動
折橋徹彦著川島書店昭46 (師361.5;03)

に配列している。第2巻は全国の大学の紀要や体育

巻末に著者の主観的解題のある少しユニークな「社

研究機関誌に発表され北論文(昭利25年以降昭和50

会心理の研究案内」と題する文献目録がある。

年まで)を第1巻と同じ分類法で収録し北もの。

31.家族問題文献集成一戦後家族問題研究の歩みー
太田武男等編京都大学人文科学研究所昭45

〔4〕個人書誌・その他

(翫028.367; K)

38.心理学研究第2巻第5輯

家族法文献集成(師028.324;C)の姉妹編とし

日本心理学会(師P140.1;S)

て戦後約20年間に発表きれた家族問題に関する邦語

ティチナー著作年表・エミール・クレペりソ著作周

文献を,法律学関係を除き,社会・心理・民俗学を

録がある。

中心に約5000点を収録して論り,戦後の家族問題研

39.心理学の芸術の研究下

桑田芳蔵編改造社昭6 (@A140,4;K)

究史を展望できる。収録期問は昭和21年から昭和42

松本亦太郎博士著作目次がある。

年まで。

如.人間性の、高価値

32.明治以降教育文献総合目録

マスロー, A.H

ので,東京の主要な図書館,大学研究室邪よび個人

巻末に欧文参考文献粘よび,マスロー文献がある。

(圃140.1; M 4 )

所蔵の數育関係図書を,分類し所在を示しある。収

41.ゲシュタルトクライス

録期間は,各図書館は昭和24年3月,研究室及ぴ個

ヴ了イツゼ・"カーみすず書房昭50

人の蔵害は昭和23年8月現在である。

(卿140.17;W 2 )
巻末に Weiおacker の論文目録都よび研究目録が

33.教育学関係参考文献総覧

ある。まナこ各竜末1て多数の参考・引用文獻がある

加納正已著帝国地方行政学会昭46 ( 028.37;K)
戦前より昭和43年12月までにわが国で'1'1打丁きれた教

42.ピアジェとの対話

育関係の書誌・目録・索引・抄録浦よび資料集約

エヴ了ンス, R.1

850点の参考図書を挙げ,これに解題を付したもの。

( 143.3; P‑1の

誠信書房昭50

「ヒアジェの学問的出版物」とする bibliog玲PIW

34.文科系文献目録 XXΠ教育学編 2冊

(

誠信書房昭開

国立教育研究所昭25 (卿16.35;K2)
「教育文献総合目録」の第一集として刊行され北も

がある。

日本学術会議第一部昭47 (飢028;N‑2)

43.フロイトー世界の思想家18‑

昭和32年4月から昭和45年3月までに発行・発表さ

れた教育学術研究書論文を収録してある。これ以前

小此木啓吾編平凡社昭52 (飢145.9;F2‑27)

のものとして「文学・哲学・史学文献目録」教育学

巻末に「文献案内」としてフロイトの著作解題枯よ

編(圃028;N 収録期問は昭和20年8月から昭和32

ぴ参考文献がある。な翁「フロイド選集」第17巻
( 145.9; F2‑1D も参照きれたい。

年3月まで)がある。
35.現代の読書心理学

〔注)()内は当図齊館の訥求記号. 卿は新分

阪本一郎著金子書房昭46 (師019.LS)

類⑩は旧分類を示す。

心理学の分野では新しい読書心理学の研究分野は,
浦よそ網羅されている。読書哲学・読書教育学・

(井上)

ー"ゴ

書心理学等。各項末に多数の参考文献紹介がある。
36.精神医学図書総

ゞ11ι、

ゞ1乞《

小林司編岩崎学術出版社昭50 (@028.493;K)
明治から昭和49年6月までの国内発行の精神医学関

弓1ゞ'
戸、

係の国書の分類別りスト。附録に「精神医学図書出

ず1

版略作夬 1と,「はじめて粘神医.学を学ぷ人の北め
7

<留学生から一故国の大学図書館>

台湾大学図 書館につ

いて

大学院留学生享最

、

荘
ノ、、、

長年の日本留学の念願が叶って同志社大学大学院英文学専攻に入学し,日本での学生生
活,風俗,及び日本語を会得する為,一生懸命に勉強しはじめてから1学期が夢のよ5に
過ぎえ。その間同志社大学図書館を利用して,度々資料調べの為行った事があるが,その
偉容を誇る立派な外観と近代的な設備には,きすが百年以上の歴史を誇るものがあると舌
をまいたのである。
いつの時代でも図書館では学問を吸収する若人の群が,快適な環境に於いて,静かに勉
強している姿が見られる。その青年達がここで新しい知識を身につけ,基本的な人問をつ
くりあげ,そして社会へ巣立。て行くのである。今日はここの紙面をかりて台湾に於ける
図書館の現状を紹介しよ 5と,思う。
先ず,台湾で最も権威のある大学,国立台湾大学の図書館から粘知らせする事にしましょう。
台湾大学の図書館は,昭和3年(1928年)に台北帝国大学附属図書館として創立きれ,昭和20年,台湾復帰後は国立
台湾大学図書館と改制きれて,今・日まで50年の歴史を保つに至った。

総館は台北市羅斯福路四段,台湾大学校内に設置されて粘り,煉瓦づくりのビルで,普通閲覧室5室,参考閲覧室
1室からな。ている。この総館以外に研究図書館,法学院図書館,医学院図書館,文学院聯合図書館,工学院聯合図
書室,中心図書室,院系図書館等があり,設けられた全吾βの座席は総計3638席にのぼると言われてぃる。

蔵書の数量は約1,089,477冊で蔵書は台湾大学の各院系の教学,研究に必要なのが主要となっている。書籍の文字
分類は中国文の書籍が100分の37を占め,日本文の害籍は 100分の20,西洋書籍は 100分の43である。
又その蔵書は3種に分けられている。
←)普通図書

普通に使われている書籍で歴史,哲学,考古学,民族学,政治学,法律学,経済学,商学,社会学,数理,心理
学,工学,農学,医学,生物学等の文集,論文と小説等の書籍を含んでいる。
⇔参考図書

百科全書,字典,辞書,手冊,年鑑,人名録,統計報告,議事録,索引,書目等の工具書及び教授指定図書を含
んでいる。

国特蔵図書那よぴ文庫図書

特蔵文庫,官書資料,本校刊行物等を含み,特蔵図書には珍籍が数多く,その著名書は次のと浦りである。
①西洋揺藍期本(1ncunabula)七部

②北京故宮各殿,花軍抱,榧等の図案,(清朝)
③台湾に浦けるオランダの関係捕案写真210冊,紗本24冊
④琉球の歴代宝案紗本2四冊
⑤基督教書翰集(1585‑1631年刊)

⑥Valentyn 新菖東印度誌5冊(1724‑26年TID
⑦AristoteleS 全集 a550年荊D
⑧元朝,明朝,書籍630種
文庫図書

大部分は各専門分野に属し北研究書籍が多く,その主な物は次の通りである。
2,275冊中亜諸国の歴史でその中の多くは回教の記録をしるし山ものである

Hua此文庫
久保文庫

フ,437冊中国文学で大部分は戯曲である

桃木文庫

4,釘9冊日本の古典書籍。

長澤文庫

1,626冊日本の古典書籍。

大島文庫
鳥石山房文庫

1,150冊来四洋の交通史,その中で基督敬伝遭の資料が多い。
11,480冊中国の古典書籍。

Scheerer 文庫
兪大粧文俸

語学。
2,878冊西文11,316冊哲学及び数学物蝉学。
中文 1,562冊歴史を主要としてぃる

111代文座

441冊植物学。

田小文庫

植物学,園芸学。

図書館の習庫は2階忙なって枯り,特蔵書庫だけでも,2室使用されて浦り,本棚の一部分にまだ占い人製を使jl』
している以外は,皆新しい鋼製を用い,書庫乾燥の為換気扇が20台も使われている。又書籍運搬の為にエレベータが

備えつけられている。書庫の一部は,その大学の学生証明書があれば,自由に書庫に入る事が出来るようになってぃ
る。館内の利用者は本校の学生が大半であるが,他校の学生も又利用している模様である。

学生達は静かな涜書環境で勉強し,すべての人が自分に属する図書館を愛し最大に利用してぃるが,学校側として
はこの図書館を学生達に大いに利用して貴う為努力し,又よりょく育てて行くと目う意欲が強い。
私は同志社大学に入学してから間もないので同志社大学図書館との機能的な違いはあまりわからないが,大体に於

いて大同小異であると思われる。しかし,視聴覚室の施設のよさは台湾の図書館には見られないものだと感じさせら
れ北。つまり,同志大学の図書館の視聴覚室の方が1日の長があり,台湾の図書館のはまだまπテンポがおくれてぃ

る感じはまぬがれない。今のところ,台湾の一部の大学の理化学研究用テープ及び,医学用の試写室以外はまだ視聴
覚設備は開発されていない模様である。日本にはあるかどうかわからないけれども,音楽愛好者の為に特別に設けら
れた音楽図書館と言5ものが台湾にあるが,専門的な音楽に関する一切の資料,楽器楽団があり,音楽の愛好者に多
いに利用きれている。

大体に於いて,同志社大学の図書館でも,台湾の図書館でも,文化や学術の参考情報を提供すること忙よって,若
き青年達の自己形成に協力的に尽す事を目的にしているので,今後に浦いてもよりょく理解し合い,溺亙いに協力し
進歩ある時代を創造する事を目標にして,特に書籍の交流一思想の交流,管理方法の相互検討等,文化人として,那
亙いに努力を絖けて行かなければならないと思う。

<図書館から>一資料紹介

UA.1nerican

Anthrop010gist"

について

このナこび本館では, American Anthrop010gical Association (了メリカ人類学恊会)発行の哘汗ヲτ誌"American
Authmp010gist"の全バ・,クナソバーを購入し,今後もひきつづいて受け入れてゆくこと1てしまし北。今年中には利
用忙供することができる予定です。

"American Anthrop010gist"は,1888年に創刊,1898年1こは第U巻まで発行され(old seⅥes),翌1899年からは
New serieS として継続再刊きれ,現在第80巻まで季刊で発行されています。
本誌には,文化人類学,自然人類学のみならず,その関連領域を含む広い分野の論文,譜評等力斗昂繊されてわり,
さらには視聴覚関係資料の紹介もなきれています。このような本誌は,アメリカ合衆国の人類学界を代表する雑誌で
あるだけでなく,世界的にも有数の権威ある人類学研究誌であります。研究者にとっては必須の基礎的文献資料であ
り,ま北一般の読者忙とっても興味ある内容を多く含んでいると思われ談す。
敏員の方々,学生諸君の幅広い利用を則待しています。
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実例を中心とした

資料の

さがし方

H

今回は,最近レフ了レソスカウンター,メインカウンターで受付けに質問の中からピックァ、,フして紹介します。
回答の中で紹介し北資料の中には日常の調査,勉学1て役立っ資料も多くありますのでせいぜい利用して下きい。資料
のきがしかにがわからない場合,カードの検索のしか北がわからない場合等,図害館の利用のしか北でわからない場
合はどんな事でも遠慮なく,レフフレンスカウンター又はメイソカウンターに相談して下きい。
【質問例 1】

嶋田啓一郎著の論文「コミュニテーと社会福祉」が雑誌「社会福祉研究」に載っているはずだが,総目次を調らべ
ても出て来ないのですが。
<回答と解説>

「社会福祉研究」の総目次(参考室の二次文献コーナーに右'り)を調べても確かに叔っていないので,掲載誌名の
思い違いではないかと思われます。そこで「雑誌記事索引一人文・社会編一累積索引版シリーズV社会」(P027;Z3)
の著者索引で嶋田啓一郎の項目を検索すると「季岡礼会保障研究」の7巻2号忙載。ている事がわかります。「季例
社会保障研究」は当図書館に所蔵して祁り,請求記号はP364;K2です。

誌名の思い違い,図書の中の引用文献の項での引用誌名のミスプリントは割合忙多いので,誌名からの検索で出て
こない場合は「雑誌記事索引」や各種の文献目録で調べて下さい。
【質問例 2】

久米博著の論文「フロイトとククール」が「現代思想」の3巻5号に載。たはずπ'が捜しても見当らないのですが。
<回答と解説>

参考室の二次文献コーナーに雑誌の総目次,総索引が集めて枯ります。「現代思想」の総目次もありますのでそれ
で調べると,3巻5号ではなく,4巻5号に載っている事がわかります。
【質問例 3】

森杲著の論文「アメリカ独占資本形成期の移民労働力」が「経済学研究」の18巻4号に載っていると図書の参考文
献に載ってぃましにが「経済学研究」という雑誌はいろいろあって,どの「経済学研究」がわかりません。
<回答と解説>

文部省編集の学術雑i'総合目録」を見ても,一橋,北海道,九州,鹿児島等の大学の他にも一般の出版社からも
発行きれて翁り合計16誌も載っています。これでは各々の雑誌を捜がしていると大変な手間がかかりますが,経済学
の分野にっいては経済学文献季帳」という記事索引があります。これ1こは著者索引がっいていますので,森杲で検
索すると,北海道大学発行の「経済学研究」に載っている事がわかります。北海道大学の「経済学研究」は図書館に
は所蔵してぃませんが,商学部研究室にありますのでコピーが出来ます。
【質問例 4】

雑誌「共産圏問題」にのっ北労働政策関係の記事をりストア、,プしにいのですが,どんな方法でしにらよいでしょ
うか。

<回答と解説>

「共産圏問題」各号の目次を見てりストア*プする方法もありますが,「共産圈問題」は「雑誌記事索引」
(P027;Z)の収録対象誌になっていますので「雑誌記事索ぢU の「労働政策」の項目を捜がせは'りストアッフする
事が出来ます。
【質問例 5】

留岡幸助著「社会と人道」「自然と児童の教養」を所蔵していませんか。
<回答と解説>

2冊とも旧目録の図書で図書館1こ所蔵しています。閲覧用の旧目録力ードが不備のナこめに力ード検索しても見当り
ませんでしにが,事務用の力ードを検索して図書館に所蔵している事がわかりましに。閲覧用の旧目録力ードは不備
な点が多いので,カードを検索して見当らない場合でも図書がある場合がありますので,必要な図書についてはカウ
ソターに所蔵調査を申し込んで下さい。
【質問例 6】

「世界青年意識調査」(総理府公表,1973)を所蔵していますか。
<回答と解説>

政府機関が行なった調査等の報告はその調査名で報告書が作成出版きれる場合もありますが,新たに別の書名をつ
けて出版きれる事も多くありますので書名目録よりも著者目録で力ード検索をしに方が便利です。この質問の場合も

別の轡名がついて出版きれているにめ禽名目録を検索しても出てきませんが,若者凹録で検索すると,総理府当少年

対策本部の標倒で見っけることが出来ます。書名は「'世界の青年・日本の青年一世界青年意識調査報告書一」で諸・求
記号は卿143.4;S7です。この他に二次文献によって検索する方法もあります。書名,著者,分類の各目録を検索し
ても見つからない場合はこの方法で検索して下きい。参考室1て「青少年問題に関する文献目録」(圃028.369;S)が
ありこれで検索すると,その第5巻に「世界の青年・日本の青年」という書名で出版されてぃる事が載ってぃますの
で,書名国録で検索して図譜介劇て所蔵しているかどうかを調べる事が出来ます。
【質問例 7】

幼児対象の統誓力り又1ミす影糾,あるいは涜書指導に関する内容の図智・,雑誌を捜し北いのですが。
<回答と解説>

この質問の場合のように捜したい図誓・雑誌のテーマがわかっている場合は主題から検索する方法で捜して下さい。
まず分類国録で旧分類目録は029の読書・読害指導の項目,新分類目録は,019の図書利用法,読書法の項目で捜し
て下さい。又関連分野として心理学(児童心理学)の項目も参考忙して下さい。雑誌の場合は分類目録がありません
ので,参考室にある「日本雑誌総覧」(師027.5;N)の「図書・図書館学」の項目で雑誌名を調べ,その総目次,総
索引を利用して捜して下さい。二次文献からの検索では参考室に「図書館学文献目録」(飼028.01; N)があります
し,雑諒の記事論文は「雑誌記事索引一人文社会篇 VⅡ教育文化一」の児童向出版物,読書等の関連項目から検索
して下さい。又参考室に「現代読書指導事典」(駈019.2;G)があり巻末に参考文献が載っていますし,二次文献コ
ーナーには「図害館界」「図害館雑誌」の総目次がありますのでこれらも参考にして下さい。
【問例 8】
各政党の政治資金の収支を知りにい。
<回答と解説>

政治資金忙ついては特に収支穣告時に大きな話題になり新聞でもたぴナこぴ取り上げられてぃますので新聞で調べる
のが便利と思います。一例として「朝日新聞」の1977年9月10日の朝刊に収支報告書の分析等の記事が載ってぃま
す。図書館には朝日新聞の他にも,毎日,読売,日経,京都の各新聞を縮刷版で所蔵していますのでこれらの新聞も
参考にして下きい。新聞の記事索引については各新聞縮刷版の項目索引,毎日ニュース事典(1972年一),朝日新聞
イソデックス a973年のみ),朝日新聞ニュースィヤーブック(1973 1975年)を利用して下さい。
【質問例 9】
マルティン・ノレーサ・キング著「自由への六いなる歩み」の原本はありませんか。
<回答と解説>
まず原本の書名と著者名の綴りを知る必要があります。訳本が岩波新書で出版されていますので,その本のタイト

ルヘージ裏を見ると,著者 M町tin Lutha King, h.書名 Stride toW討d 丘eedom という事力語己きれてぃますの
で,書名目録,著者目録で検索する事が出来ます。閲覧室の目録で検索してもありませんでしえが(凶書館に所蔵し
ていない)事務用の目録で検索すると神学部の研究室に原本があります。
【質問例 10】
アーモスト館の建築を担当した会社名又は股計者を知りにい。
<回答>

(

「同志社九十年小史」(國099.02;D )を見ると設計はアーモスト大学(出身の建築家)との記述がありますが氏
名は載っていません。「同志社校友同窓会報、55 付録」(P099;D14)に設計及監督:ヴォリーズ建築事務所(近
江八幡)という記述があります。
【質問例 11】

アサヒ,サッポロ,キリソ各ビールの1972 74年の生産量が知りにい。又ビール業界各工場別の販売地域とそのシ
エアを知り北い。
<回答と解説>

アサヒ,サ・"ポロ,キリン各ビールの生産量は「会社年鑑」(圃330.66;K3)の各ビール会社の項倒に記城きれて
います。但し「会社年銘U の1974年版は図台館では欠本になっていますので他大学への文献複写申込みを利用して下
さい。ビール業界の各工場別販売地域とシェア忙ついては記載されている資料が見当りませんでし北。これにつぃて
は各企業の企業秘密にも関連するので資料がないものと思われます。企業別のシェア忙ついてなら「日本マーケ、"ト
シエア事典7フ」(蛋673.2; N2のに載っています。
【質問例 12】
前田正名の文献を所藏していませんか。
<回答と解説>

祖田修著の「前田正名」(師289.3;M57)の巻ボ1て前田正名の編・著作,演説,評論のりストがあります。これに
よると凶占として出版されたものは少いのですが雑誌「産業」1て評論・演説が多数収載されています。「産業」は国
会図書館が1 38号(明26一明3のまで所蔵しています。図書では「1当接貿易意見一斑」を田会図書館が所蔵してぃ
ます。
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同志社大学図書館の歴史(その15・最終回)
西咋概大②

1974 (昭和49)年,伺志社は創立 100年を
迎え,その前年竣工の新図書館を擁して第2
100年の問に伺志社人学図書館の藏審は僅か
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世紀への前進を開始しナこのであるが,その
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数百冊1からはしまって,26万側余に達するこ
ととなっ北。とりわけ近年の年問増加は,め
ざましいものがあり,これら全学の増加図書
の組織化という図書館忙とって須要な業務は
常に逼迫し,その対策に悩まされているので
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ある。

利用の状況忙ついても,学生7名から出発
し北同志社も,学生の増加1てともなって,利
用者も増大の一途を北どり,殊に新制大学の

発足と,大学の大衆化1てよって,めぎましく増加してき北。これの対策として,1953(昭和28)年には読書館(現

至誠館の東部分.現在は小松学舎に移築)の2階に開架閲覧室(約30席)を開設し北のをはじめ,1957(昭和32)年
には有隣館(現.光塩館) 2階に大閲覧室(約350席)開設,1964(昭和39)年の本館(現・啓明館) 1階に読書室
(約30席)開設など,活用可能な、のを極力閲覧施設とし,きらに1967(昭和42)年には新町航書室(約90席)を臨
光館1階忙設けるなど学生の自学自習の場の確保に努力してき北のであっに。このような歩みののちに長年の懸案で
あっ北新図書館の竣工を見たのである。そして,この図書館へ移転後は,きらに利用は急増し,移転前年の1972(昭
和47)年度に浦ける館外貸出者は55,198人,同冊数は70.991冊であったが,1974(昭和49)年には,それぞれ70,654
人,114,734冊となっ北のである。しかも以後にっいても増加の一途を北どりっつぁるのである。近代図書館は図書

資料の収集.組織化と貸出を中心とする閲覧業務に終るものではなく・貸出しは最底限のサービスであって,より広
範な研究情報センターとしての機能を発揮することが求められているのであって,新らしい建物としての図害館は,
そのような発展への可能性が,より多くなっナこ1て過ぎない。多くは今後に残されているといえよう。

規模の増大にともなって管理運営のにめの組織が整備され,現在に浦いては館長のもとに庶務課'整理課'閲覧課
の3課を置き,館長以下45名の館員と若千名の職員論よぴアルバイトによって運営きれている。 1930年代には僅か7
8名,戦後になっても初めのうちは10数名から20名足らずの時からすれは大きな増加ではあるが,諸般の事情か
ら,やむを得ないこととはいえ,殆んど10数年問据置のままの人員では,新らしい研究情雜センターとしての図書館
の運営は甚だ困難なものがあらう。それはそれとして,永い間,同志社学園全体の総合図書館として運営され,1917
(大正6)年はじめて館長制がとられるようになり,初代館長には瀧本精一教授(政経)が,二代には荒木良造教授
(予利.)が任命され北が,そののち総長兼任の時期が永くっずい北。そして,1952(昭和27)年になって再び教授兼
任となり,まず松好貞夫教授(経)が,ついで宗藤圭三(経),原猛雄(商),内田智雄(法),金山正信(法),
小橋一郎(法),徳永清行(商),原正(エ),遠藤彰(神)の各教授が任命されて,現在の三木英雄教授(エ)に
至ってぃるのである。その問,名実ともに同志社大学図書館として大学に属することとなっナこのは1954(昭和29)年
からであり,翌々年9月の大学事務機構改革によって現行の組織の原型が固められたのである。
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宇田川樒菴著
幕末にあって西欧戈明,とりわけ科学知識の吸収に,幕府天文方暦局に設けられに蕃書和解御用につとめ北人々の
功は大きい。
一方,長崎1て枯ける

ジーポルト

Siebold, P. F

の嶋滝学舎の存在も無視しが北く,この両者の交流によって生じた成果も多

火である。

和解御用に任じられた人々は,いわば「蘭学者家族」ともいえる学閥,親族関係にあり,学業の伝承,あるいは他
分野1て関する知識の惜蝦,意識,着目点の転換などに,この幕末ならではの好結果をも北らすのである。
宇田川樒菴は,江沢養樹の長男として生をうけ,13才で宇田川玄真の養子となり,医・薬学は玄真から,オランダ
語は先にあげ北蕃書和解御用の掛であっナこ馬場佐十郎らに学ぴ異常の進歩をする。
樒菴の養父玄真も蘭学者であり,一時杉田玄白の養子であっに。玄真の養父玄随も玄白に蘭学を学んだ。
イ"ξイ

青地林宗は,玄白について蘭方医学を学び「依百乙(後出):薬草論」を文政6年 a823)に訳し,ひきつづいて
漢文であるとはいえ,我国最初の近代物理学書である「気海額湖」を文政10年 a827)に著わしえが,そこには樒菴
さらに川本幸氏によ。て引継がれるラボアジエ化学も,明らかに認められる。
ラホイ

シイル

ラボアジエ L部oisier (刺忽以先以爾)(ママ)の名を,はっきりあげて,その化学を全面的に紹介したのは,
鳴滝学舎忙学んだ高野長英であり,その著「遠西水質論」である。
稿本の成立年代は不明であるが,林宗の「気海観潤」忙ふれているから,当然文政10年以降のものである。
この長英は玄白の養子伯

元に学ぴ.林宗の四女を妻

としいる。

民も,又林宗の三女を妻と
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本著者,格菴の学業につ
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二

埜え':卑●1北き
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開成所は明治10年東京

天宇田川芥む譯

,鳥

一会密開宗

和解御用の局は後年恭書
所となるが,この問にあっ

18世紀西欧の近代科学の発

開所に発展し,きらに開成
て中心人物であ.北川本幸
している。

医1掛交と合併して東京大学
いても,その生立ちと同様,
く,医学,楽学.化学,本
進み,その過程にあって,
展をいちはやくとらえてい

る。

ーつは.「理学入門植学啓原」天保5年 a834)の版行であり.他は「舎密開宗」天保8年 a部7)の版行である。

「植学啓原」は Linn6, C Von (1707 1778)の楢物学体系1てしナこがって.植物の形態,1'造.生理1てつぃて記
述し北もので,糯菴は冒頭でH然科学は,記録,命名法,分類学,窮理学,舎密学と進み,舎蜜学がいちばん奥深い
ところ(理之堂奥)にある学Π打であるとのべていることは,りンネと同様1て分類学と命名法という科学哲学にもとず
く化学者ラボアジエの体系の導入者としての楼菴の学識の極まりとすることが出来よう。
天保4年 a833)より版行'されえ彼のラボアジエ研究の最初の書「遠西医方名物考補遺」の元素篇に那いて,かね

て林宗や長英が Eleme"t{て対して原質」と云う新語をあてナこに対して「元素」を造り,刊木「補遺」の冒頭1て公
案しナこ。
元索篇において,彼の命名し北化学用語は,オラング語を漢訳したものが多く,新化学命名法の受容を先行しにト
イツ語の影讐が大きい。
きて,「舎密開宗」は内編18巻,外編3巻の合司・21巻よりなり,3巻づっ 7回に分けて版行'され,内容は15巻まで
が無機化学,16 18巻が有機化学,外編は鉱泉分析法である。
ー、ンリ^

民本は,イギリスの Wi11iam Henry {1775 183のの書いナこ'Elements of Experimenta} chemiS廿y'(179の

を,ドイツの TTomms(10rf がドイツ語に,きらにそれをオランダの Ipey がオラソダ語訳しナこものとされてぃる

が,実際には底本に見られぬ高度の内容が盛込れ,椿菴の懇切詳細なる記述がある。
ラホイシール
訳するについては,26冊の参考書を使っているが,とりわけ重要なのは「刺暉西尓著.舎密原本,1800年刻」である。
ラホイシールとは.フランスの化学者ラポアジエ(1743 1794)のことで,彼の書いナこ'T,ait6 Elementaire de
Chimie菱(1789)のオラソダ語訳,'Grondbeginzelen der scheiktmde赴力ゞそれである。

舎密開宗」の底本として,なぜ゛T捻i便'がとりあげられずに,一段と格の下っ北'Eleme此S'が使われにかにつ
いては,トロムスドルフが,'Elements'のドイツ語訳のとき1て述べているように,ソヒ学の初心者が持っていそ
うにない知識を前提として枯り.理解しが北い部分が多く,やや高度の内容を含んでいる。、というようなことが原
因と思われる。

しかしながら「舎密開宗」では'T松it6,のオラソダ語訳の主要部分,表,図版などが使われ.内容の柱となって
いることは否めない。
この外,格菴には文政13年 a部のに,ラボアジエ訳稿を含む手稿本8種がある。

本館1て所蔵するものは,ここで紹介しナこ天保8年の版本(写真)と,校註・現代語訳(講談社1975)の2書,その
他蕃書和解御用として,楼菴父子が,数10年を費しナこシ,メール百科全書のオランダ語訳からの重訳「厚生新編」全
70巻の影印本(恒和出版,1978)である。
(立原)

そのなかには,格菴の署名あるもの26巻を含み.併せて参考に供するものである。

(注)この本は昭和26年,同志社女子大学教授中瀬古和氏より.父君故中瀬古六郎氏の蔵書.書籍2600冊, 雑誌4700
冊とともに寄贈を受けナこもの。(びぶり枯てか,1971.フ.第9号参照)
引用文献:有坂隆道編「日本洋学史の研究1」創元社.上野益三著「日本博物学史」平凡社,坂口正男他著「舎密
ー、、J 、ー.▲一、、プ、、ー""、ー^宅""゛ノ、^
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フ/3‑6

関西四大学図書館職員研修会

フ/13 15

私立大学図書館協会総大会

フ/27‑29
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開宗研究」講談社。
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0聖書展神学部と図書館の共催で,図書館地階展示コーナーを使つて開かれた。聖書和訳史をテー
マに,同志社で所蔵する貴重資料が展示きれ,好評であった。展観目録に残部がありますので,希
望者はメインカウソターにとりに来てくださ1ハ。

0関西四大学図書館職員研修会同志社,立命館,関西,関西学院の四大学の図書館職員合同の研修
会で,高野山で開かれ元。図書館利用者へのよりょきサービスを目指して,機械化の問題などが熱
心に追求きれ北。
0私立大学図書館協会総大会・研究会全国の私立大学より図書館関係者が京都会館に集り,講演・
研究会などがもたれた。京都産大が電話回線を使用してコソピューターによる情袈提供の実演をし,
注目を集めに。
0図書館実習今年も本学の学生諸君が実習にやってき北。現場で実務を体験することが実習の狙い
で,3班に分れて1週間ずつ実習し北。慣れない手つきながら,熱心に実務ととりくみ,立派な成
果を残して終了した。

Nびぶり論てか"
発
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