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みかん箱とスチール書架
<資料紹介>こんな本が入りましナ
本・アクセサリー・デザイソ
文献探索^二次文献の利用^(
これまでに掲載し北文献探索(総
カウソターから

学生に対する「文献探索法」指導の徹底を
<利用者の声>騒がしくて困るのですが
実例を中心としナこ資料のさがし方(15)
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みかん箱とスチール書架
神学部長

飯

峯

明

風俗は変っていくものだが,今はもう全く見られなくなっナこものに,
みかん箱の本棚がある。戦前・戦中はもとより,戦後の物資不足時代に

は,どの学生も小さい組立本箱のほかにみかん箱のーつや二っは下宿に置いてい北。組立本箱という
のも,今様のスチール製書架は薄い鋼板がオートメ生産されてくる60年代以降のもので,昔はもとよ
り木製の,棚板は木の樮で側板にとめ北ものだが,このころでは民芸家具でも枯目にかかれなくなっ

ナこ。みかん箱というのもダンボール箱のことではない。製材しナこまま鉋(かんな)もかけていない木
の板を釘づけにし北小形の長方形の箱で,ときには机の代用にもなっ北。下宿の引越のときは,その
まま本のケースになり,その上に布団袋など積んでりヤカーを引張っていっナこものである。そういえ

ぱりヤカーなるものも,このころは豆腐屋さんの専用具になってしまった。いってみれば1950年位ま
での学生生活に登場する小道具のーつが,みかん箱の本棚であっに。そのころまでの大学生は,同年
代の青年の中では少数者一現在の学生数の5%以下一であっ北し,つまりはエリートということで,

貧乏書生というイメージをあてはめられても困るのだが,勤倹耐乏が美徳とされてい元ので,一般的
にいって地方出身の学生はっつましい生活をしてい北。冬の寒い日も暖房具は火鉢であり,それはむ
しろ手のひらをかざす暖掌器であり,ときには股の間にはきみこんで下半身を温めることにもなった
点は,江戸時代とかわらない。

さて,みかん箱の本棚が示すように蔵書の数も少なかっ北。戦争や敗戦での紙不足も大きい原因で
あったが,ともかく出版点数が少なかっナこ。そのころでも教科書や読みすてにする図書がなかったわ

けではない。しかし単行本を出版できるような執筆者は限られていにし,ま北学閥的権威主義と相ま
つて,大なり小なり一種の図書フェティシズムを醸成する趣があっナこことも事実である。書物を教師
とキ副以的に表象する古来の風習もあって,今はこの二っとも値うちが下がったが,ともかく僅かな書
物を大切にし,まに大切にしにくなるような書物しか買いはしなかった。そういう書物はなかなか美
しい顔をもってぃた。いわゆる円本時代の全集物は論外だが,それぞれに味のある装丁をほどこきれ
てぃ北。試みに新島会館の小談話室にいってみるとよい。壁面の書架に並ぷ校友会文庫の書籍は実に
色とりどりで,その背表紙を見ているだけであきないし,自分の書斎に帰るのがいやになる位のもの
である。もっとも内容がアカデミックとよぱれるような書物は,当時から概して無味乾燥な姿をして
い北。ともかく昔より今の方が美しいと確実に言えるのは,印刷技術の向上による活字面だけであろ
う。こんなことを言うのは私の老化現象を示す以外の何物でもないであろうが,ここでは書物の本質
に変化が起こっ元という問題に目をとめてみナこいのである。

ともかくみかん箱がいっのまにか部屋から姿を消すようになっ北ときは,大量生産大量消費の時代
になってぃた。竹槍的精神主義はもとより消えざるをえない運命にあっナこが,そのあとを埋め北のは
まきに物量主義であっ北。人びとは,より多くのまたより新しい情報を求め,ま北他人より早く新し
い情報を提供することに努め元。それは文化系の学問にも及ぴ,ある知識は忽ち古ぴて役立北なくな
る一方,古くなっ北情報は歴史家にちが異曲同工の整理をしにのち,再び歴史的情報として提供され
る。こうしに情報をめぐる循環運動が加速を強める時代が,20世紀後半であり,つまりは彩しい書物
が出版され,収納庫はっぎっぎパソクする。人類は穀物や魚肉だけでなく,もともと情報を食い情報
を吐き出す生物であり,従って個々の知識は不可欠であり,新鮮良質な情報をインプットしなければ
活動を停止してしまう動物だといってよかろう。

しかし人間はそうし北情報循環が急速化する中にあって,しぱしばそれと並行して異種の情報,つ
まり価値とか意味とか知恵とか呼ぱれるものをも求めようとする。時にはそれが反情報主義へと反動
化することもあるが,異種とよぶのは,そういうものを与えてくれる情報はその人にとって決して古
くならないからであり,もとは一般情報と深くからみ合っていたものが今日では分化し,オδそらく別
の循環系を構成するものとなっているからである。そういう情報を容れて枯く北めの書架としては,
北ぶんみかん箱の大ききで十分であろう。ところでそういう書物を君はもう何冊見っけただろうか?

資料紹介

こんな本が入りました

本図書館では年間約1万冊の図書資料を受け入れている。日常の勉学に必要な専門書や資料類にっいては網羅的に
収集している。ここでは,最近,受け入れたものの5 ちから,アト・ランダムにひろって紹介してみる。()内は
所蔵場所と請求記号。
日本総目録 197フ‑1978

近代民衆の記録全10巻

書名篇と索引篇(著者名・シリーズ名)の2冊から

我国近代史のなかで,底辺に生きねぱならなかった

なり,1976年12月までに発行市販きれ1977年9月現

人々に関する記録類を10のテーマ(農民.鉱夫.娼婦

在,な粘入手可能な害籍のりスト。この種の資料とし

流民・アイヌ・満州移民・漁民・兵士・部落民・在

ては少し.古くなった感もあるが,近く第二版が出る

日朝鮮人)のもとに蒐集,各テーマを独立巻として編

ときいている。

集している。
日本書籍出版協会

新人物往来社

(参考図書室 025.1;N3)
神戸女学院図書館所蔵オルチソ文庫

印鳥台初期譜美歌」覆刻 12冊

(閉架 362.1; K)
民事破棄判例要覧
明治28年から昭和50年末までの間に「大審院民事判

7年に作られナこという。当時は各会派で別個に作。て

決録」「大審院民事判例集」「最高裁判所民事判例
集」「最高裁判所裁判集(民事)」に掲載きれた判例

浦り,今回,覆刻されたのは12冊で,明治7年刊行の

のうち,すべての破棄判例を抽出,数年間分を1巻と

もの7吊,それ以外の年に刊行されにもの5冊,その

して,18巻に編集(刊行中)。各判例には,事案要旨

うち明治23年刊行のものには,全歌詞に譜調がつけら

・破棄理由等が.コラムの形で記きれてぃる。

邦文讃美歌として最も古いときれているものは明治

れている。オルチソ(宣教師として明治15年から大正

新日本法規出版

8年迄日本で活動)の努力によるところ大という。
約100頁の解説とオルチン文庫目録が一冊になって

(閉架 324.098;M5)
これと同じ様に,或るテーマの下1て判例を集大成し

北ものに「大審院最高裁判所入会判決集」川島武宜監

ついている。

新教出版社

修,全12巻も刊行されナこ。

(閉架 195.863;M)

浦茶の水書房

OBITURIES FROM T旺E TIMES

(閉架324.2; D)

V01.1 1961‑1970

日本祭祀研究集成全5巻

V01.2 1971‑1975

英国のタイムズ紙に掲載きれ北死亡記事,追悼文の

「祭りの起源と展関」「祭祀研究の再構成」「祭り
の諸形態1・1・Ⅲ」の5冊に幾つかづつの論文を集

5 ち,約1,500 (V01.1) 1,000 (V01.2)を選んで編集

めている。既発表のものもあり,書き粘ろしのものも

したもの。各分野の専門家や一流のジャーナリストの

ある。別冊付録に約180頁に渡る「祭り文献目録」が

手になる,生きた(?)現代史,現代人名辞典ともい

ある。

える。英国人に関してのものが約60%をしめるとのこ
とであるが致し方ないであろう。
巻末1て上記期間に死亡記事に登場し北人のインデッ
クスが付いている。

日本絵巻大成全27巻(本巻26別巻D
現存する100数10種の絵巻類から,40以上のものが
選ぱれ総カラーで絵・詞とも完全に収載されている。

NEW'SPAPER ARCHIVE DEVELOPMENTS
LTD

名著出版
(閉架 386.2;Nの

(参考図書室 280.3;の

中央公論社
(閉架 721.2; N4)
類書日本絵巻物全集(角川書店)
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社史史料編集所主任

河野仁昭
近年,こときらのように感じいっていることのひとつは,女子
学生の服装についてである。ミニ・スカートやジーソズが流行し
ていナこころは,きほどでもなかっナこ。
ジーンズの流行がすにってから,彼女北ちは着ることを楽しん
でぃるのだとわナこしはしみじみ感じるようになっナこ。そういう
、
^
^

,

感じをとくに強くうけるのは,季節のかわりめである。夏から初
秋へ,晩秋から冬へ,そして,蕃がほころぴはじめる早春の一時

゛

期もそうだ,そのころ,彼女元ちの服装が目覚しくかわる。

いまはどぅいうデザインや,柄や色彩が流行しているのか,わナこしは知らないし,また,わからな
い。わ北しの眼には,北だ人さまぎまで,多彩だとうつる。その程度の服飾感覚や知識しかないけれ
ども,一人ひとりみな服装にちがいがあって,しかも,それぞれぴっナこり合っていることはわかる0
流行を追いかけているときの,借り衣装を着によづな人は,ほとんど見かけない。

彼女にちは,その点,よい意味で個性的になっに。季節には敏感に反応するけれども,自分の好み
と,自分の顔だちゃ体躯にもっともよく合う服装を心得ているらしい。流行にはあまりとらわれずに,
それぞれ好みに合っ元色彩や柄やデザイソを選んで身にっけているようだ。着ることを楽しんでいる,
という気がわナこしにはする。季節と好みに合っにものを着こなしているのを見ていると,そう思えて
ならないのである。

服装にばかり気をとられてなどと,ケチをっけるっもりはない。あまり金をかけることは問題だが,
長くもない人生だ,楽しむすべをいろいろ知って枯り,それを生活のなかへとりいれて生きるのはい
いことだ。昭和ヒトケタ生まれのわ北しなど,そのすべをあまり知らず,知っていても実行がともな
わないことが多い。服装にしても,寒すぎにり暑すぎなければよい,といづ程度にしか考えない0
そづいう女子学生のことだが,ふた昔ほど前までは,現在にくらべるとずいぷん人数が少なかっ北0

単に同志社だけでなく,全国的に少なかったのである。男子学生も少なかっ北が,女子学生が少な
かっナこ。

そのころ,女子大学生のフ了ツシ,ンは,ハソド・バッグを下げて,むきだしの書物を 1冊か2冊
かかえてぃることだと言われてぃナこ。本は洋書に人気があっにようである。鞄は下げていなかっナこ,
それは高校生までのものだっ北らしいのだ。

むき出しで抱えてぃナこり,電車の座席で膝にのせているその本によって,女子学生とOLの区別が
つぃナこようである。つまり身分証明であっナこ。ひょっとしナこら,彼女ナこちのプライドの暗黙の表現で
あっにかもしれない。ノートはどぅしていたかしらないし,そのころ,わナこしはそれほど気にもとめ
てぃなかっナこから,そういうファッシ"ソがどの程度一般性をもっていナこかもよく知らない。という
よりも,そんなフ了ツシ,ソが,事実あっナこかどづかについても,たしかな三己憶はない。た1ご,当時
の新聞のコラムなどで読んだり,女性雑誌の写真などで見にまでだ。多分,皮肉な眼で世相をみたが
る記者がいて,え6そらくやゆ的に,「女子大生にとって,本はアクセサリーだ」とでも書いたのが始
まりだろうと,思う。それを真にうけてかどぅかは知らないが,女性雑誌のファッシ,ソの写真のぺー
ジに,本を抱えナこ若いモデルが,

^コ.

フ了ツシ.ンを身にまとって登場することになっナこ。雑誌

が先で新聞のコラムが後だっ北かもしれないが,北ぶんそんなことだっににちがいない。にだ,繰り
返すけれども,大学生は少なかっナこし,当然ながら女子学生はほんとに少なかっナこのである。

最近はどづか。むき出しで本を抱えている姿は,ほとんど見かけない。デバートなどで買物をし元
とき,買った品物を入れてくれる手下げの紙袋を下げている。その紙袋を鞄がわりにしているらしい。
4

ふ北昔まえには,そんな袋はあまりなかった。 OLは社名を印刷しに大きな封筒になにかを入れて,
胸に抱いて街を歩いていナこ。
いや,それはきわめて些細なことだろう。大学生が激増したのである。19価年前後から爆発的に増

加し北。女子学生の増加の率が,男子学生よりもきっと高いだろづ。どの大学でも,文学部などは男
子より女子のほうが多くなっにようだ。学生数が激増し北直後に,いわゆる大学紛争が燎原の火のよ
うに全国の大学に燃えひろがり,大学を大きく揺すぷっにのである。
紛争がどぅやら下火になって,ふと気がついてみナこら,「女子大生にとって,本はアクセサリ

だ」と書かれ北その本が,彼女北ちの手から消えていたのである。 OLと女子学生の区別は,外見だ
けではつかなくなっ北。女子学生だけでなく,男子学生もサラリーマソと区別がつかなくなっに。入
学式前後には,近所の洋服屋だけでなく,校門の近くに出店まで出して学生服や学生帽を売ってぃに

光景も,いまはと那い昔のことのような気がする。大学は,もはや象牙の塔ではない,それは過去の
大学のことだと実感をこめていわれるようになっにことと,フ了ツシ,ンの移り変わりは無関係では
ない気がする。

最近は,文庫本や新書版が売れているらしい。大手の出版社は軒並にそういうフォームの本を出版
するようになっナこ。「アクセサリー」にはならないだろう,いくら『角川文庫』が巧妙にPR しても
。もともと,本はアクセサリーなどではなかっナこのだ。

すこし話が飛躍するが,先年,同志社の近くにできたレストラソの壁面に,作り付けの本棚があっ
て,『世界思想大系』だの『古典文学全集』の類の双書が,ぎっしり並べられていて,わにしは驚い
ナこ。そんな店が二軒できナこ。それがインテリア・デザイソとしてブック・ケースだけを並べてあるこ

とに気がつくまでに,そう時間はかからなかっナこけれども,どぅにも好感はもてなかっナこ。
ひょっとしナこら,家庭の応接間などからヒントを得たインテリア・デザインかもしれない。応接間
のようなくっろいだ雰囲気をもたせようというデザイナーの試みではないかと思う。本を装飾やアク
セサリーに使うことを,わたしは一概に否定する気はない。しかし,いかにブック・デザインに工夫
をこらしナこ本でも,身にっけるアクセサリーやインテリア・デザインには不向きだと思う。本は読む
ものゼなどと,四角四面な理屈にとらわれていうのではない。見る本も結構だし,表紙のデザインの
美しさでっい買ってしまうような本が,たまにはあってもよいと,思う。だが,ブック・ケースをぎっ
しり本棚に並べ北ばあい,相当工夫をこらし北本でもやはり単調に陥る事実は否むべくもないし,書
物に関心がある人ほど,ブック・ケースだけを並べナこものだとわかっナことナこんに興ぎめするはずだ。
剥製の動物ほどの美しさもないどころか,文字を印刷しに壁にひとしいのである。そのせいでもある
まいが,ブ、,ク・ケースをインテリア・デザインに使っナこレストランのうち,一軒は一昨年っぶれた。
壁面にそれゼけの余裕があるなら,ドライ・フラワ一でも生けた花瓶を置く棚として使うなり,複
製の絵か写真でも飾ったほうが気がきいている。ドライ・フラワ一は花のミイラのようでわナこしは嫌
いだが,ブック・ケースよりはまだ気がきいていると思う。
ウイ
いまでも中京あナこりの老舗では,商品は一切置かずに,花を生け北花瓶だけを飾ったシ.
ンドを見かける。ウィソドの奥は障子などになっていて,思わず足をとめて眺めナこくなるほど美しい。
何の問屋か,ウィンドだけではわからない。現代的ではないかも知れないが,京都の品格をふと見る

思いがする。道行く人へのサービスにもなるであろう。

本は,他人に見せるナこめに飾っナこり,持ち歩いナこりするものではない,つまり,デザインでもアク
セサリーでもないのである。応接間に百科辞典や図鑑や高価な全集本などを飾るのも,わにしはあま
りょい趣味とは,思わない。

知らない土地へ旅をするときガイド・ブックを持参しナこり,通勤・通学の電車の座席で,適当な本
を読むことにまでケチをっけるつもりは毛頭ない。ガイド・ブックは,不可欠の実用品であり読む
意思もないのに持ち歩く本は,にだ邪魔になるだけだ。通勤・通学電車の車内は,動く読書室である。
満員電車は'かりは残念ながらそうはいかないが,動く読書室だと思えば,通勤・通学に要する時間は
あまり気にならない。多少時間はかかっても,各駅停車に乗ったほうがその点では有利なようだ坐
われる確率が高いのである。

考え方によっては,本は枯そろしい。それを所蔵し北り読んだりしている人の,知識や趣味や教養
を,すくなくともその一面を,人目にさらすことになるからだ。著名な作家の全集などに,その作家
の蔵書りストがのっているぱあいがある。そんな扱いをされない人でも,いやでも死後に蔵書は見ら
れるだろう。それを思うとぞっとする。何も残きぬ方がよいかもしれない。

本も知識も教養も,やはり「秘すれば花」である。こときら穏す必要はないけれども,やたらにさら
け出すべきものではないように思づ。

文献探索^二次文献の利用^(23)

社会学・社会問題に関する二次文献について

現代の社会学は,アメリカ実証主義の影響を強く受け,実証性のない社会学はもはや社会学の名に値しなくなって
論り,あらゆる分野に調査研究が行なわれている。取扱う分野は多彩をきわめ,都市・農村・家族・産業・教月・法
政治.知識.マスコミュニケーシ.ソ・福祉・老人・医療社会学等々となっている。そこで,合回は色々な関連性

から社会学のみの二次文献だけでなく,包括的に社会問題をも含めに,(分類でいえば360 369の)二次文献をとり
あげることにしまし北。な枯以下の資料は本学図書館に所蔵しているものばかりである。
〔1〕社会科学全般

福武直編有斐閣(新361.07;F)

1.社会科学文献解題

各研究分野の問題を概観し解説してある。各章末
に文献りストがあり,巻末1てはマスコミュニケーシ

日本ユネスコ国内委員会編日本学術振興会
1962 ae016.3; N3,新028.3; N)

戦後から昭和34年までに刊行され北図書・雑誌,
特に日本浦よびアジ了に関する社会科学諸分野に浦
ける文献解題書。
2.社会科学文献解説

大阪市立大学経済研究所日本評論社
1947 19聡(旧016.3;0 2)

全10巻。社会科学関係書誌として代表的なもの。

収録期間:1945年9月から1952年6月まで。
3.講座新図書館学
図書館科学会編教育出版セソター
1976 (新010.8; K2. V01.10.)

「人文科学及ぴ社会科学の書誌解題」と題して,
主題を各分野内で関連性をいかして解題してある。
(1〕社会学入門・全般
4.文科系文献目録XI×一社会学編一
日本学術会議(新028;N 2)

明治16年から昭和39年(1883 194のまでに発表
され北著者論文約7000件収録

5.社会学研究文献要覧
佐野真編日外アソシエーツ
197フ(新028.36; S )

1965年以降10年問に発行きれナこ図書,雑誌
約15,600件の文献りスト。「件名,著老名索引」,
巻末に「収録誌名一覧」がある。
6.社会学研究入門

綿貫譲治・松原治郎編東京大学出版会
1968 (新361;訊15)

各章の概説1て加えて,代表的な文献の紹介と章末

,ソ文献解題がある。
8.福武直著作集

福武直著東京大学出版会 1976 (新361.08;F)
全Ⅱ巻。別巻に前半「社会学四十年」と題して著
者の社会学研究四十年の足跡をまとめ北著作があ
り,後半に著作目録がある。
9.講座社会学

福武直等編東京大学出版会 1958(新361.08;K)
全10巻。各章末に文献りストがある。
10.社会学講座
福武直等編東京大学出版会
1974 (新361.08; S3)
全18巻。各章末に文献りストがある。
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(新 P 027;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件名一覧・著者
索引・誌名一覧がある。

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(新 P 027;Z3)

雑誌記事索引」を分野別に改編しナこもので,第
1巻から27巻,昭和23年から同49年を四期にわけ.
現在第1期,昭和45年から同49年と第2期,昭和40
年から,同44年が刊行されている。
(Ⅲ〕各主題別
A)社会学(社会理論)

13.疎外文献目録一和書・洋書一
馬場明男編楼楓社 1974 (新028.361;B2)

昭和22年から同47年(1947 1972)までに発表き

に参考文献がある

れに内外の疎外関係の文献を網羅した目録。和書の

フ.社会学研究案内

文献の場合,単行書,雑誌論文の順でそれぞれのな

かで著者名50音11頂配列。洋書の場合,大文字使用か
不統一で配列も順不同。ともに著者目録がある。
4.部落問題文献目録
同志社大学人文科学研究所(新028.361;D2)

同志社大学人文利学研究所が所蔵する雑誌66タイ
トル.文献資料1086点,関係分野の文献193点を収
録。

同研究室に所蔵きれている労勵組合史の文献目録
22.戦後労働関係文献目録
労働省図書館編労務行政研究所 1964
(新028.366; R)
昭和21年から昭和37年9月までの主要な単行書.叢
書,謄写印刷のもの6050余点を収録
23.文献研究日本の労働問題

15.部落問題関係文献目録
立命館大学人文科学研究所 1974
(新028.361; R)

同研究所の所蔵が中心になっているが,他に確認
し得ナこ資料等も含まれている。第1部,戦前・戦後
の単行書。第1部,雑誌論文。
16.マスコミ文献集大成マスユミー般新・放送
出版・広告文献解題目録
総合ジャーナリズム研究所 1974
(新028.361; S )

「季刊総合ジャーナリズム研究」誌上忙連載され
北ものを改訂増補してーつにまとめ北目録明治6

労働問題文献研究会編総合労働研究所 1966
(新028.366 ; R2)
労働問題に関する一般的な文献案内。
又,同資料の増補版,1975,(新028.366;R2‑1
a)がある。
注)な浦労働関係の二次文献については,トぬ8

1971.2.1.の「ぴぶり枯てか」を参照して下さい。
E)家庭およぴ婦人問題
24.家族問題文献集成一戦後家族問題研究の歩みー
太田武男等京都大学人文科学研究所 1970
(新028.367;の
昭和32年1月以降,同43年夏(北だし,単行本は

年から昭和47年(1釘4 1972)までに発行されナこ

同41年末)までに発表きれに和文文献約5,000点が

3010点の文献を収録。まナこ資料としてマスコミ文献
所蔵主要機関名とその連絡先を添えて浦り現物を閲

収録してある。

覧する手がかりを提供している。
17.放送関係文献総目録

放送文献総目録作成委員会編 1968
(新028.699; H)

放送を中心とするマスコミ関係の単行書,パンフ
レット,雑誌論文,記事で昭和42年 a967) 6月ま
でに発表され北約8,800点を収録

B)社会保障・社会保険
18.日本経済文献目録 NO.1 社会保障 1945‑1967
一橋大学経済研究所・日本経済統計文献セソター
1968 (新028.33;Π一2)

社会保険,社会保障,社会政策,社会福祉等の文
献りスト。
C)生活問題

19.住民運動に関する主な文献目録鎬
東京都立中央図書館資料部参考課社会学室
(新028.365; T)
同図書館所蔵の図書及び雑誌論文。図書について
は昭和48年12月末までに閲覧できるもの。雑誌論文
については昭和45年1月から昭和48年12月末までに
刊hきれナこものに限られている。
D)労働および労働問題
21.本邦労働組合運動史目録(和書主題別目録1)
稲畑久恵編東京大学経済学部研究室 1965
(新028.366; D

25.家族問題文献集成一欧文編一
太田武男等京都大学人文科学研究所 1972
(新028.367; K)
上記の姉妹編.アメリカの文献が主で1965年から
1969年まで{て発表きれた論文に限られている。
26.老年研究文献目録一社会科学編一
東京都老人総合研究所社会学部 1975
(新028.367; T)
1960年1月から1973年12月までに発表されに老人

(老年)に関する雑誌論文.単行本,調査報告書,
官公庁資料の文献りスト。
F)社会福祉(社会事業)

27.近代日本社会事業史文献目録
近代日本社会事業史文献目録編集委員会編 1971
(新028.369; K)
お枯むね明治初期から昭和42年頃まで(中にはそ
れ以後にわ北るものもある)に発表きれ北著書,

ヨム.

文,資料を収録。
28.戦後日本の児童福祉文献集
日本社会事業学校研究科児童福祉調査班 1967
(新028.369; N)
戦後日本で発表され北児童福祉関係の単行書と雑
誌論文を収録索引なし
29.精神薄弱児者の福祉と教育の文献目録
日本社会事業大学図書館 1976
(新028.369; N2)

同図書館に所蔵の中から精神薄弱児(者)に関し
て教育・心理的側面からとり扱われている文献をり
ストアップしてある。
30.高齢者福祉文献目録
日本社会事業大学図書館 1975
(新028.369; N2‑2)
31.青少年問題に関する文献目録
総理府青少年対策本部(新028.369;S)

別の文献目録のほか,巻末に事項索引(主題及び人
名)と収録誌名一覧が付記してある。
36.社会文庫自由民権社会主鞭文献目録
柏書房 1966 (新309.021;S)
鈴木茂三郎氏の所蔵にかかる同文庫の目録単行
本の他,新聞,雑誌,プリント,書翰よりなる。単
行本の部は明治編のみ。雑誌総目録は明治編と大正
編からなる。

各年度(本学図書館には昭和47年4月以降しかな
い)に,我国で刊行され北刊行物のうち,青少年問
題を主とし北文献が収録してある。又,これらの文
献のうち重要なものは抄録を作成して「青少年問題
に関する文献抄録集」(新028.369;S ‑2)があ

37.人口問題関係文献目録一1945 1951‑

る。

38.村人問題文献目録

(Ⅳ〕その他
32.近10年間における思想関係出版物総
安田新栄,石倉俊雄編刀江害院 1933
(旧016.31; Y)

大正12年9月より昭和7年9月までに発行きれ北
図書中一思想関係のみを収録後半に付録として最
近思想団体要覧がある。

33.日本動史研究史論一文献目録とその説一
小山弘健著新泉社 1976 (新028.309;K3)
「日本労働運動社会運動研究史」,三月書房
1957 (旧016.31;K)の全訂版。 3部に分かれ,
第3部に参考図書が収録してある。社会運動だけで
なく,社会政策史,思想察史,大逆事件などの文
献をも含む。

34.日本社会主義文献第1輯
大原社会問題研究所 1929 (新028.309;0)
明治15年から大正3年(1882 1914)までの邦文
の社会主義文献を発行年順に排列し北もの。上下編
^^
とわかれ,上編一単行本,チラシ, ^西 下編一
定期刊行物一。

35.政治・社会問題に関する10年間の雑誌文献目録
日外アソシェーツ 1978 (新028.31;N‑2)
弊社編,国立国会図書館監修「雑誌記事索引(人
文.社会編)累積索引版」の第1期,第1期をもと
に昭和40年より同49年,(1965 1974)の10年間の
政治.社会問題に関する文献18.000件を収録。主題

日本ユネスコ国内委員会 1952 (旧016.323;N)
敗戦後より1951年末までに我国で公刊され元人口
問題に関する主な学術論文と単行害とを収録和文
に欧訳がついている。
井出ふきぇ,永原和子編農業総合研究刊行会
1952 (旧016.326; D
昭和元年より同25年(1952 195のまでに発行さ
れ北農村婦人問題研究の邦文の単行本,小冊子の

他,雑誌,年報,年鑑類に発表されに論文資料を収録。
39.人ロハンドプックー人口関係文献目録一
人口問題研究会 197フ(新028.334;D
人ロマニュアル昭和51年版,昭和20年より昭和49
年 a945 1974)までに我国で発表されに人口に関
する単行書及び論文を主題別に分類してある。

〔補足)以上で社会学・社会問題関係の二次文献の紹
介を粘えますが,次にあげる2つの資料も,社会科学
はもちろん,他の諸分野の入門資料検索に役だっの
で,掲載してみました。
如.案内上・下

加藤周一編朝日新聞社 1976(新028;A)
初めて本を読み北い方に,その題目についてどう
いう本が手近かにあるか素早く提供してくれる。「
どの本から始めたらよいのか」程度の差こそあれ,
どういう領域でも専門家の文献目録は備っている。
41.プリタニカ国際百科大事典一参考文献一

ティビーエス・ブリタニカ 1975 (新031; B)
二部1こ分かれ,第二部「参考文献目録」約5,000項
目が収録してある。
(注)()内は,本学図書館の請求記号を示し,

新は新分類,旧は旧分類を示す。(九鬼)

これまでに掲載した「文献探索一二次文献の利用一」一覧
これまで「びぶり枯てか」に掲載してき北「文献探索一二次文献の利用一」を次のように表にしてみましに。「ぴ
ぶり粘てか」のバックナソバーは,メインカウソターとレフ丁レンスコーナーに備えてありますので,それぞれの専
門分野で文献を探し北いときには,大いにと活用くだきい。ま北「この分野についてとりあげてほしい」という希望
がありまし北ら,メインカウンター前の「意見・提案箱」で「びぶり浦てか編集委員宛」1てこ提案ください。

68
69

69
7 0.

7 0.
7 1.
71

72
72
73

73
74
75
75
76
76
フフ

フフ
78
78

7 9.

272727272727 ^4^4^4^4^4

67

68

テ

発行年月

99999999999999999999999
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

12345678 9 ^^^^^^^^^^^^^^

発行険

記事険

7

^

(雑誌記事索引・総合目録・書誌の書誌など全分野にま北がるもの)
(2)

経済学分野の記事索引誌

(3)

英語・英米文学に関する二次文献

(4)

叢書・全集類の利用

(5)

法学に関する文献の探索について(1)

(6)

(2)一法令集・判例集一

0

(フ)

日本史文献の解題・書目・索引につぃて

(8)

労働問題に関する文献目録について

(9)

国文学関係の文献目録につぃて

aの

社会科学とくに経済学に関する文献目録(関連分野も含む)にっいて

(11)

芸術に関する文献目録につぃて

a2)

公害に関する二次文献につぃて

a3)

教育(学)に関する二次文献にっいて

a4)

哲学に関する二次文献につぃて

a5)

キリスト教に関する二次文献につぃて

(1の

政治学に関する二次文献につぃて

(17)

人名関係調査資料(1)

(18)

0

a9)

ク

(3)

(2の

0

(4)

(2)

(21)

自然科学に関する二次文献につぃて

(22)

心理学に関する二次文献について

(23)

社会学・社会問題に関する二次文献につぃて

カウンターから

「出納」のこと
一般の人なら「出納」という舌葉から,金銭の収
入と支出を連想されるのが普通ですが,図書館では
は,カウンターにいる人を「出納手」 と言っ北そ

,つ

ナ

図書を出し入れする意味に使われています。古く
、

です。学生のなかには,開架閲覧室と雑誌・参考図
書室忙ある資料がこの図書館の総てだと,思ってぃる

人が多いようです。便利になりすぎて,目録を調べて書庫にある図書を利用する者が少なく,また利
用の仕方を知らない学生が多いようです。図書(雑誌・新聞)請求票の分類,記号,書名,巻号ので
たらめなのはまだいい方で,請求者氏名の記入のないものまであります。こんな時,「出納手」は請
求老とその求める資料を確かめて,資料提供の媒介をするわけですが,書庫に眠る20数万冊をもっと
有効に上手に利用して欲しいというのがその願いです。大学に限らずどの図書館を利用する場合でも,
出納式(閉架式)で資料を利用するには同じような手続で資料を入手するのですから。
(島田)

学生に対する「文献探索法」指導の徹底を
渡辺

=

文学部助教授

^

ある図書館雑誌に米国の大学図書館に勤務している日本人
司書の寄稿で,日本からやって来る留学生達が文献探索怯に
関して,極めて拙劣なることを指摘し北記事が掲載され北こ
とがあっ北。今壷,申す迄もないことであるが,米国の大学
に枯ける授業と図害館とのかかわりは深い。専攻分野忙もよ

るが,文献の探索,広い意味で図害館の利用乃至は情報処理
の能力に長じてぃなければ,レポートや試験は言うに及ば

ず,毎時間のクラスにもっいては行けない。従。て libr討y
instruction (図書館利用指導)は,新入生に対する libmTy
toUτなどによる一過性の OTientation ナごけではなく.大学

院生も含めて受講できる講座としてカリキュラムに組み入れ
て行われることが多い。

豆急milton l.ihrary, u of 亘awaii

大学のキャソパス内にある bookstoN では,図書館の利用/論文・レポートの作成に関する本がよく売られてい
る。例えば Robert DownS の HOW ιo do h'6r41), researιh (イリノイ大学出版局), Jean Key GateS の GUI'de
t。 t五e 1ιSe of600えS 4πd li6r4rl'es (マグローヒノレ社) MaTg田'et cook の 7he 九ew liみr4ナy 臣e3,(H. W.ウィル

ソソ社)などである。共通する内容として,図書館の歴史;大学図書館とは;図書の知識;分類・目録;二次資料の特
徴とその使用法;各分野毎の基本図書の解題;図書館を利用して論文・レポートを書く方法など図書館の利用法,文献
紹介及ぴその探索法,論文の作成法にっいて懇切丁寧に書かれている。このような図書は個人が一般教養書として購
読する場合もあり.まナこⅡb血W instNction や図書館学部基礎科目のテキストとして用いる場合もある。大体300
頁程度,ペーパーバ.,クで5ドル前後である。執筆者も著名な図害館学教授者等によるもので,版が数年毎に改訂き

れ,新しい情報が盛り込まれる。各大学図書館に溺いても独自に上記の内容をパンフレ・"トやハンドアウトの形態で
作成,配布してぃるが,まとまっに,広く一般の大学で利用できるガイドフ・"クとして有用なものである。この種の
出版物は,わが国に邦いても普及きれるべきであろう。

何分,米国は,図書館の利用指導が小学校レベルより熱心に行われ,中学レベルで雑誌記事索引(例えぱ Re4deお'

即'id't。 P'ガ0d北4ι h'診地た'形<0喩idgod>)や各種抄録の如き二次資料の利用,簡単な主題書誌の編纂等により
レポートが作成できるように指導きれる粘国柄であり,冒頭で述べ北日本人司書の指摘は,遺憾ながら大むね認めざ
るを得ない。私自身,授業の中で図書館を利用しなけれぱ達成できない種類の部SignmentS を課すことであるが,

課題の一項として「文献探索手順」「作成上の困難点」を書かせると,学生諸君が如何に文献探索に悪戦苦闘してい
るか,その実態をうかがい知ることができる。(勿論,これは幾っかの原因があり,単なるⅡbraryskjⅡS だけの問
題ではない力ξ、..、、、、、ー。)

そこで提案となるが,本学の一般教養科目として「文献探索法」を設置してはどうであろうか。わが国でも少数で

はあるが,実施するようにな。北大学がある。例えば慶応義塾大学に邦いては,一般教養課程で「個人的レベルの情
報処理に重点を置き,情報.情報源の種類と特性,情報の収集法,入手法,図書館やその他の情報機関の利用法,文

献やデータ等の整理法.レポートや論文の作成等にっいて考察し,一方,学生は各自最も関心のあるテーマ(例えぱ
授業内容.社会問題,趣味等に関係しナこもの)ーつを選び,講義の流れに従って各自のテーマにっいての情報処理の
演習をしっつ.最後にその結果をまとめレポートとして提出する。」(同大学・日吉S52年度「履修案内」より抜
粋)の如き内容の「情報処理」科目を設置している。これは文学部図書館情報学科の教授の担ヨによるものである0
しかし私は,段階的であれ,あえて本学図書館のレフ了レンス・ライプラリアソ(subject specialist としての)
が同講座の講師として起用きれることを提言したい。同時に本学の教員・学生を対象に,図書館利用の実態;調査研
究に必要な学術情報及び文献の探索.入手方法(指導)の実態忙っいて,図書館が,早い機会に大がかりな調査をし
て枯く必要があると思われる。

<利用者の声>

騒がしく

て困るのですが

メイソ・カウンター前の記入台に意見・提案箱が置かれています。学部,学科,年度.番号.氏名を明記したもの
には,意見と回答を公表しています。それらの中から,図書館を利用するモラルについて述べられたものを紹介します。
【1】『図書館の利用1こついて都願いいにします。以前より,気になって枯りましたが,中学生.女子部の学生,生
徒の本学図書館利用は,どの様に扱われているのでしょうか。思いますに,最近の中学生諸君の図書館利用には少
々,目に余るものがあります。自由閲覧室に浦いては,声高で話すのはもとより,ひどい時は後方部で走り回ったり

している状態です。館員の方が注意するか,入館に規制をもうけるか.あるいは中学校に対し注意を促すか,一考を
粘願い致します。ま北,これに関連いにしまして,試験期間中,あるいは学生の利用が多い時期は,中学生,女子部
学生,生徒の入館は.図書館が同志社大学図書館である以上.道義的に考えまして是非とも規制してぃ北だく方向で
浦考え下さいますよう浦願いいにします。』

《回答》中学生,女f大生に対する本館の利用のさせ方にっいては、次のと枯りです。中学,高校生1こは館外貸出
を認めない以外は大学生と同じ,女子大生は,本学学生とまっ北く伺じです。これは,旧館の時と同じです。中学生
が声高にしゃべる,よく走る,ロッカーでい北ずらをす
る、女子大生は枯しゃべりが多い,などということは,
当方も承知して粘り,気がつくにびに注意を与えては都

りますが,各閲覧室に,当方の係員が常駐してぃるわけ
にはいきませんし,相手が多すぎることもあ。て,なか
なか徹底させられません。当方の中にも,せめて試験期
には,中学生,女子大生の入館を断わってはどラかとい
う意見もありますが,中学生,女子大生全員の利用状況
が悪いわけでもありませんので,今まで与えていた利用
する権利を,そう簡単に奪ってしまうことには,踏み切
れません。さしあ北っては,あなたの投書を中学と女子

大へ見せて注意を促すこと{てしますが,入館拒否は,今のところ差し控えナこいと思ってぃます。
【2】『図書館の秩序に関して,もっと徹底させてほしいと思います。例えぱ,各部屋で(第二読書室は例外として
も)そろばんの使用や.語学の発音練習を認めるのか否か,ラウソジ(特{て階上)で昼寝したりすることを認めるの

か等,学生の良識で判断きれるべきことかもわかりませんが,一応の態度を示してほしいと思うのです。私自身,小
声であっても,持続的会話は各部屋でも認めるべきではないと思っていますが

《回答》そろぱんの使用や,語学の発音練習を一般閲覧室で行なうことは,非常識です。話してもよい閲覧室は,
第2読書室だけです。それ以外は'禁じられています。もし,そういう人がい北ら,早速,メインカウンターへと連
絡下きい。また.ラウソジの上で.昼寝しているのをみると,見苦しい感じがします。まナこ,他人の迷惑1てもなりま
す。そういっ北ことは図審館としては,認めるわけにはいきません.。早速,掲尓その他で学生諸君の良識にうった
えてゆき北いと考えています。

【3】『以前から思っていナこことだが.本に対する書き込みが本当に多い。こういうのを見ると全くぃやになる。公
共の書物であるから,書き込みなんかできないはずなのに.赤や青などさまざまの色でしてある。他人の電話番号を
書いナこものもある。
中略一・・・・図書館にある多数の本は後々の後輩にと。ても大きな財産であるから,学生1人1
人の責任でそれを管理するのは当然ではないだろうか。とにかく,今のままではいずれ,図書館の開架閲覧室の本が
.のきなみ汚きれるのは確実だろう。伺らかの対策を講じることは必要だと思う。』
《回答》図書館の図書は,多くの利用者を対象とした,いわぱ公共物であり,書きこみ等で図書を汚すのは,他人
迷惑も甚だしいといえる。これは,同志社大学学生諸君のモラルの問題ともいえるであろう。いかに図書館として,
防護策を考え北としても.学生諸君のモラルが.向上しない限り,手のうちょうがないといえる。しかしながら,図
書館としても掲示等その他適当な方法を検副'し,学生諸君の協力に訴えてゆき北い。
11

(島田)

実例を中心としに

資料の

さ

が

し方一15‑

今回は所蔵調査(所在調査)の質問を中心にヒックァ・,フしまし北。図書館へ本を捜しに来て,目録コーナーで力
ドを検索しても捜している本が見っからない場合があると思います。このよ5な場合.図書館には捜している本は
ないと思ってあきらめている人が多いのではないでしょうか。実際にその本が無い場合もありますが,捜し方(カー

ド検索の仕方)が悪い場合も多々ありますので,遠慮なくメインカウソター,レフ丁レソスカウソターの係員に相談
して下きい。捜し方が悪かっ北場合には,係員の調査でわかりますし,図書館に所蔵していない場合でも同志社内の
各研究室で所蔵してぃる場合や他の大学図書館,公共図書館で所蔵している場合もありますので係員に相談し,所蔵
調査を申し込んで下さい。北ゼし調査を受付けてから回答までに2日 4日かかりますので.急ぐ場合には次に紹介

する資料で一度所蔵を調べて見て下きい。同志社大学の蔵書昌録と新収洋書総合目録以外は害名から検索することが
出来ますので書名さえわかっていれぱ簡単に調査が出来ます。これらの資料は「新収洋書総合目録」のバックナソバ
一以外は参考室にありますので自由に利用出来ます。

国立国会図書館所蔵
明治期刊行図書目録

分類記号
029.11
K4‑2

収録範囲
明治期(1868‑1911)

弓

索

書

配列

分類書名

に刊行のもの
1894 ‑1926

帝国図書館和漢図書書名目録

029.11
T

(明治27一大正15)
1936 ‑1949

書名

(昭和11一昭和24)
国立国会図害館蔵書目録

029.11
K4 A‑3
029.11
K4 A‑4

1948 ‑1958

(昭和23一昭和33)

分類

害名

1959 ‑1968

(昭和34一昭和43)
1975

(昭和5の

新収洋書総合目録

029.U
K 4 A‑2

1958 ‑1974

著者

(昭和認一昭和49)
は書庫にあり

大阪府立図書館蔵書目録

029.2
02‑3

大阪府立図書館増加図書目録

029.2
02‑4

(昭和42一昭和47)

大阪府立夕陽丘図害館増加図書目録

029.2
04

(昭和48一昭和51)

大阪府立中之島図書館増加図書目録

029.2
06

(昭和49一昭和51)

12:ー

1967.3(昭和42.3)
現在
1967 ‑1972

1973 ‑1976

1974 ‑1976

分類

書名

分類

書名

分類

書名

分類

害名

名

索

書

分類記号

)

5
4み
知和の
W昭篇

一闘科

(

釦和然
N昭自

者名

029.2
T2

分類

者名

東京都立中央図書館蔵書目録

1868 ‑1965

(明治1一昭和4の

T

引

著書

029.2

配列
著書

東京都立日比谷図書館蔵書目録

収録範囲

分類
1971 ‑1975

(昭和46一昭和5の
同志社大学蔵書目録

)

029.フ
D

1964 ‑1972

(昭和39一昭和47)
欧文 1967

学術雑誌総合昌録
人文科学欧文篇, 和文篇

昭文 1973

027.5
G3

自然科学{

自然科学欧文篇, 和文篇

誌名

著者

/

和文 1968
名

027.5
K‑2
7一

53

2
0

国立国会図書館所蔵欧文雑誌、目録

欧文 1975

誌

国立国会図書館所蔵和雑誌目録

分類

1975 現在

1・

現在

誌名

(問例 1〕

FUⅡa の「哲学史」の原本又は訳本はありませんか。原書名,翻訳書名ともわかりません。
<回答>

B印jamin FU11er 著の A Histoty of philosophy のことだと思います。 1960年に発行きれナこ 3 司 ed.,を神学部
研究室で所蔵しています。
(問例 2〕

Erich Gutenberg 著の EinfahNng in die Betriebswirtschaftslehre はありませんか。
<回答>

大学院図書室で所蔵しています。請求記号は335.1:G‑2です。

質問例1‑2は図書館の事務用力ード目録で調査しましに。同志社全学の所蔵のわかる力ード目録は事務用にしか
ありませんので,学部研究室等に所蔵しているかどうかを知りたい時は,所蔵調査を申し込んで下さい。
ただい964‑1972年に受入整理した図書については「同志社大学蔵書目録」(第1巻 3巻)がありますので.これ
を利用して下きい。参考室にあります。
〔問例 3〕

「近江栗太郡志」はありませんか。発行年,出版者はわかりません。
<回答>

この質問の場合も図書館の事務用力ード目録で調査すると見つかりまし北。「近江栗太郡志」は栗太郡役所が大正
15年に5巻本として発行したものです。文化史学(大学院)研究室で所蔵して粘り.請求記号は郡19.4;K33です。
この質問のように地方史の文献を捜す場合は「地方史文献総合目録」(025.1;A参考室)を利用すると便利です。こ
の目録は府県市町村別の配列になっていますので,滋賀県栗太郡の項目を調べるとのってぃました。この昌録には書
名索引も付いていますので,書名からも捜すことが出来ます。「近江栗太郡志」の項を見ると出版者や出版年の他に,
この図書を所蔵している機関名ものっています。それによると「近江栗太郡志」は大阪府立図書館,滋賀県立図書館,
京都大学経済学部図書館にもあります。

問例 4〕

文芸広場」という雑誌の所蔵館が知り北いのですが。同志社の雑誌目録にはありませんでしナこ。
<回答>

雑誌の所蔵館を調べる場合は,まず最初に全国の大学,公共機関の所蔵を収録している「学術雑誌総合目録」を調
べて下きい。

この目録で「文芸広場」を調べると,国立国会図害館で3・号から所蔵しているのがわかります。近畿地区で所蔵し
てぃる所がないかと思い調べまし北が大阪府立図書館でバックナンバー1年分を保存しているだけでしナこ。
〔問例 5〕

「年報政治学西欧社会と社会主義」(岩波.196のが見北いのですが。図妻館の力ード目録を捜しても見っかり
ません。

<回答>

「年報政治学」は「日本政治学会年報」(P310.LN)で整理きれて力ードが入っています。図書館で所蔵してい
ますのでメインカウンターで請求して下さい。この雑誌は「日本政治学会年板という誌名の他に「年報政治学」と
い5表示もある北め化,2つの誌名が考えられ捜しにくかっにものと思われますので「年報政治学」からも検索出来
るように参照力ードを入れましナこ。
(問例 6〕

1971年3月発行の「聖和女子大学論集」に三上郁子著の論文「幼児の読書力の養成について」が7フ 95ページにの
つているのですがこの雑誌を所蔵している所はありませんか。
<回答>

各種の雑誌目録を調べまし北が,所蔵してぃる所は見あにりませんでし北。しかしこの論集の発行が聖和女子大学
であるのはわかってぃますし,論文名,著者名もわかってぃますので、聖和女子大学に依頼すれぱ論文のコピーが手
に入ります。大学が発行する紀要類の論文コピーは所蔵館が見つからなくても.発行大学に文献複写依頼をすればほ
とんどの場合論文コピーが手に入ります。
(問例 7〕

「民法基礎理論上」に収録きれてぃる,幾代通の論文「法律行為の取消と登記」が見たいのですが。この図書は
於保還暦記念論文集として発行きれ北らしい。
<回答>

書名しかわかりませんので「民法基礎理論」と「於保還暦記念論文集」の両方から力ード目録を検索しまし北が見
つかりませんでし北。それで被記念者の於保不二雄氏の生年を調べると明治40年生れなので.還暦記念論文集は昭和
43年以後に出版されたものと推測出来ます。出版年鑑,全日本出版物総目録の昭和43年以後のもの、きらに国会図書
館や各大学,公共図書館の蔵書目録で書名より調べまし北が見当りませんでしに。於保不二雄氏は法学関係では有名
な人であり,その人の記念論文集がどこにも所蔵してぃないのは浦かしいと思っ北ので,大阪府立図書館の蔵書目録
で民法の項目を1冊づっ調べたら,於保不二雄先生還歴記念という記述が見つかりまし北ので書名を見ると「民法学
の基礎的課題」となってぃました。その結果もう一度図書館の書名目録を検索すると,「民法学の基礎的課題」は図
書館にあり.請求記号は324;12ということがわかりましに。書名を間違えるといくら調査しても捜す事が出来ませ
んので文献調査をする場合,書名,雑誌名はよく確認して下さい。
(問例 8)
ワイマール共和国の歴代内閣閣僚氏名とその出身が知りぇい
<回答>

百科事典,歴史事典,政治事典等を調べましにが首相の名前はのっていても閣僚まではのっていませんでしに。そ

れで分類目録で,歴史のワイマール共和国の項目(234.072)を検索し関係のありそうな図書を調査しナこら,「ブリ
ユーニング回顧録下巻」(234.072;B3‑1a)の巻未に191晦 1933年のワイマール歴代共和国政府閣僚表がありま
した。出身の意味は2つ考えられますが,所属政党のことならこの表にのっています。出身地のことなら,人名事典
で調査して下きい,
(問例 9〕

オスカー・ワイルドの「サロメ」のきし絵が多くのっている本が見たいのですが。
<回答>

百科事典でサロメの項目を調べると,ビアズレーのさし絵が有名とあり ました。岩波文庫に収録きれている「サロ
メ」にはビアズレーのきし絵が全部入っています。岩波文庫のサロメ
出は出来ませんので館内で閲覧して下さい。

は開架閲覧室の文庫コーナにありますが貸
(木村)
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縦17.4ι抗.横12m.65了少数の漢字まじりの平仮名で

昂

草書体の活版印刷である。

写真のように,標題の右肩に「明治6年発西新著」.右下
に細字で"Japan s. John 1873"とあり,左下に「東国宇
院城阿度留布保流都方前版摺屋蔵活字」とある。これは
「ウィーン(Acterreich lvien)アドノレフ・ホノレツハウゼ

ン(Drhck ゞon Adol「s H01.haU鵡n)出版所」の意味で
ある。
学

ベッテルハイム(B紅nard J舶n Bettelheim,1811‑70,中国名:伯徳令)は,ユダヤ家系の出で.ハソガリーに
生れ,国籍はイギリスである。医師であり10余力国語を理解しにといわれている。

1846年(弘化3年)英国海軍伝道会宣教師として,琉球に派遣きれた。プロテスタソト系では日本最初の開教者で
ある。当時,日本は鎖国政策中であり,キリスト教は国禁であ。た。琉球政府役人により,上陸を拒否され北が.乗
つてきナこ船を帰して強行し北。琉球政府は,やむなく一般人との交流をさける北め,那翻港近くの「波の上の護国
寺」に仮の往いを与え,始終帰国するよう強要,監視をし,路傍伝道の北ぴにこれを弾圧し,迫害を加え北。そうい
つた中で.監視役として彼にっけられた通事(通訳)達を相手{て,琉球語を自学自習し,四福音害,使徒行伝,ロマ害
を琉球語に翻訳し北。 1854年(安政1年)にぺリー艦隊に便乗して,香港に行くまで,8年間の日本滞在であ0北。
香港にて,琉球語訳は出版されたが,琉球俗語,方言が多く,日本伝道にはむかないとさと。北べッテルハイム

は.シカゴに浦いて薬種業を営みながら,これを標凖日本語にし,改訂を加えナこ。そのうちのーつが,この図書であ
る。これは彼の死後,訳稿により,英国聖書協会の尽力のもとに,ウィーンの東洋学者プイツマイア教授が,同協会
に委嘱きれ,出版されナこものである。

ベッテルハイムは,聖書の一部を始めて和訳しにギュッラフの影響を受けて論り,ギュツラフ訳「約翰福音之伝」

(1837.天保8年干ID と,ベッテルハイムの琉球語訳「約翻伝福音書」とを比べてみると,ロゴス(コ bりを「カ
シコイモノ」と訳しナここと,又,全文カタカナを用い,字間をあけナこりするところは,まったく同じである。しかし
God をギュッラフは「ゴクラク」としているが,シャウティ(上帝)とするなど,かなり進歩していると言われて
いる。このウィーソ版のものは, God は「神」と改訂されて浦り,霊は「ナこま」,主は「ぬし」.聖霊は「聖神」,
洗礼は「あらいれい」,聖書は「経」.十字架を「はりつけ」「じうもんじはり」ー・ー・等々,かなり標準語に近く,
わかりゃすい。しかし,イェスを「えそ」,ヨハネを「ヨハン」,ユダヤを「よ北」,復活を「いきかえ」,めぐみ
を「浦んげい」にするなど,一部に琉球語が残っている(ギュツラフも,恵みを「オソゲイ」にしている。)
本書が出版きれた時,北またま岩倉具実が欧米旅行の途上,パリに滞在して浦り.英国聖書協会が「約翰伝福音
書」を進呈した。一行の中の若い日本人が聖書について,いろいろ意見をのべナこ北め,同協会では,ひきつづき「路
加伝福音書」「使徒行伝」を出版することにしにとい5が,この青年こそ,留学中のアメリカから岩倉大使一行の通
訳として同行してぃ北新島襄である。新島襄書簡集によると,父君にあて北手紙の中に書名こそ記きれていないが,
「・・・・・・・・琉球島に在留して日本語を学ぴ候者の譯シナこる書物にして所々に少シの間違など有之候得共日本人の助なく
して如欺も日本文を綴りシは実に驚くべき事なりー・ー・」と同封きれ送られてきナこのは「約翰伝福音書」であっナこので
はないかと思われる。

な浦,本館{ては,前述の琉球語訳「約翰伝福音書」「路加伝福音書」「聖差言行録」「保羅寄羅馬人害」 a855,
安政2年)香港版の複刻も所蔵して枯り.神学部研究室には,べ、"テルハイム訳,漢和対照路加伝福音書(香港,18
58刊)の原本を所蔵している。
参考文献 0近代文学研究叢書第1巻昭和女子大学編光葉会刊
0聖書の和訳と文体論藤原藤男著キリスト新聞社刊
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^<館活動>

図書館利用概観

^53年度利用統計より
表2.文献写枚数(点線)

表1.入館者数(点線)

館外貸出冊数(実線)

雑誌利用冊数(実線)
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☆入館者数(53年度2月末現在;地階利用者644,510人+1・2階利用者 590,260人=1,234,フ70人)
入館者数は,地階各閲覧室(新聞コーナー,第1・ 2読書室,第1閲覧室)及ぴ1・ 2階各閲覧室(開架閲覧室,
雑誌.参考図書室,第2 ・ 3閲覧室, AV各室.メイン・カウソター,目録コーナー)の利用者数合計(光電管によ
る数値の%)。地階利用者数は前年度に比し,若干減少気味であるが,1・2階利用者数は漸増の傾向が続いて翁り,
図書資料等の利用増大ともな。て表われている。これだけ一般学生による利用の多い事.大学図書館として天下に冠
ナこるものがあろう。

☆館外貸出冊数(53年度2月末現在;開架132,204冊+閉架3,943冊=136,147冊)

館外貸出冊数は前年度が約13万冊.今年度は15万冊を突破するものと見込まれ,新館開館後5年余になるが,依然
漸増の基調が続いてぃる。館外貸出冊数の97%が開架図害で占められ,漸増しているのだが,残り3%の閉架図書は

毎年約4千冊余で,この5年間ほとんど増減が無い。開架の蔵書研数は約5万冊で毎年ほぽ一定しているのに対し,
閉架の蔵書冊数は現在旧分類図書約20万冊.新分類図害約5万冊で毎年約8千冊づっ増えて行く訳だから,今後,閉
架の利用増をも期待し北い。
☆文献複写枚数(53年度2月末現在;143,338枚)

53年度4月よりコイソ式ゼロックス複写機を設置,複写は原則としてセルフ・サービス方式とな。た。その為複写
枚数は,前年度に比べ,約2倍となり,飛躍的な伸びを示し北。
前年度までと異なり,個人のノート・図書資料類の複写にも手軽に利用されているようでもある。
☆雑誌利用冊数(脇年度2月末現在;利用人数7,948人,利用冊数15,757冊)
雑誌利用は,特に前年度より,急激な伸びを示している。時事性・速報性・情報性のある雑誌に対する需要は今後
も増大する一方であろう。雑誌利用の増大は,文献複写の利用増にも結がっている。最も利用の多い雑誌は法律関係

の雑誌で,利用冊数全体の約50%を占め,次に新聞が約15%,その他約35%程度である。雑誌タイトル数は購入分約
500,寄贈分約630であり,その5 ち常時利用きれるタイトル数は非常に限定されている。

〔注〕;例年と異なり,1月の第1部の学年末試験が,レポート制1こ切り替えられ北ので.その問の図書館利用状
況も非常に変則的なものとなっ北事を付記して浦く。

"びぶり浦てか"
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