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私が大学に入学したのは,昭和14年のことだから,戦時中といっても,まだまだ自由を楽しみ,青春を樞歌するこ
ともできた。その頃,私は同じ九州出身の先輩にめぐりあった。ものを考えはじめた頃でもあって,いっとはなく此
の先輩から私は古本屋めぐりを教わってい九。古本屋めぐりといっても,他愛もないことであったが,私なりにだん
だんとスリルと楽しみを覚えるようになっ九。主としてめぐり歩いたのは,神戸であった。不,恩議に大阪に足を伸ば
した記億はない。天牛のことなど聞いてもいなかった。その程度の古本屋めぐりであっ九。神戸の古本屋の片隅など

に伏せ字だらけのクロポトキンの本などを見つけると,いかにも何かをしでかしたように満足し,そしてこっそりと
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所有し,理解もできない侭に読むスリルを味わったりし九。
また,皮表紙と力、美しい装丁の文学書などを入手すると,
豊かな気分になったりしたものである。先輩からこれこれし
かじかの初版本は,見つけたら大変な値打ちものだと,耳打
ちされると,そそのかされてあちこちと眼を皿のように探し
歩いたりしたものである。その中に柳田国男の「木綿以前」
とか「海南小記」があった。昨年大阪教育大を退官された鳥
越憲三郎氏を此の先輩が,先輩と呼んでぃたことから,こん
な書名が私にも伝わってきたのだろう。
しかし,昭和17年に同志社に入学し九とたんに,此の私の
古本屋めぐりはやんでしまった。経済学から神学へと方向転
換した私にとっては,時間的にも精神的にもゆとりがなく,
それにそぞろ歩きも無理であるような戚時下であって,今ま
でのように古本を探し当てるという,いわば遊びに近いよう

な散策ができなくなったからであろう。神学プロバーの本を探すという単調なものになっていたし,その点では今ま
での自分の自分の蔵書とか,学校のもの,先輩のもので問に合わせることができたし,原書など,思い及びもしていな
かったことが,その理由でもある。戦後は,また最近では,古本屋めぐりは滅多にしなくなった。大体面白くない
し,行っても無駄だからである。面白くないというのは,,恩いがけなく木屋の片隅に古木を見つけ出すとか,"めぐ
りあう"というスリルを覚えさせられることがないからである。そうした九ぐいの本はキチンと整理されてケースに
入れられていたりして,それに,いかにも相応しい場所とおぽしき所を与えられたりしていて,値段のことも手伝う
たりして,自分によそよそしく覚えるからである。要するに'うまみがない'と言ってもよいが,それでは君いつく

せない心情的なものがまじっている。ま九,探すという木もないからである。私の専円が神学であり,日本での罷史
も浅いという特殊な事竹がからんでいるのも,ーつの大きな理由になっているのは二うまでもない。
しかし,此の数年来,私の古木屋めぐりが復活した。だが,場所は外倒である。四年前にアムステルグムのムント

広場近くのスピノザ古木屋を訪ねた。本屋といっても,地通の住宅の中の研究所み九いな設備であり,主人も博士号
を持っている。そこで Hugo GrotiuS の De veriねte teHgionis chlistianae (1627)の初版本を見つけた。グロ
ティウスについては,かって論文を書いたこともあうて欲しかったけれども,着払いの妙案も浮かばず,手許不如意
で諦めぎるをえなかった。滞在していたエディンバラでは,私の好きなワーズワースの Lyrical Ba11adS の初版本
を見つけて,手には取ったものの,旅の終りで帰りの旅費しか残っていず,これも諦らめてしまうこともあった。今
夏はエディンバラ大学で,手を黒くしながら,主として19世紀前半の資料を探すことに熱中した。再びアムステルダ
ムを訪ね,同じ古木屋でダッチコーヒを勧められながらりストに目を通し,シュライエルマッヘルの Reden の二版
a806)と,シュトラウスの Das Leben JesU の初版 a835‑6)を入于することができた。但し後者は若払いとい
う条件であった。 Reden (宗教論)初版は1799年である。初版でシュライエルマッヘ,,レは宗教の木質を定渡して「'思
惟でもなく行為でもなく,直観と感情である」と述べている。此の定義は有名である。しかし第二版では,直観のも
つ当時の主観的コンテキストを避けて,むしろ感情の叉動性,あるいは感情に含められる客槻面を強調するため,
「直観」という語の使用をやめてぃる。後年の主著「キリスト教信仰」への方向転換を,私たちは第二版で気付くの
であるその志味では大亨な著作である。後者は言うまでもなく,近代におけるイエス伝研究史の中で突出した著作
であり,多くの論議を惹き起している。改訂版の英訳の一部しか持っていない私にとっては,見たらやはりどうして
も求めざるをえない本であった。こんなこともあって,かって味わったスリルと楽しみが,学生時代とは多少ちがっ
たか九ちで,私のうちに復活し九。前者などは,差出された時には,'思わず掌にのせて,一方の手で撫でるようなし
ぐさを取ってしまっ九。

さて,考えてみれぱ,私たちが占本を探す幾通りかの理由がある。第一には,斬本より安価であるといういちばん

単純な理由がある。第二には,必要な本が刊行期から外れたり,絶版になうたりしていて,どうしても此れを古木屋
で探さざるを得ないという理由がある。まナこ,特殊なものを研究する場合,これを取り扱った本が特殊であるために
数も限られ,版を重ねることもなく,消えてしまっているため,此れを探し,探し当てるスリルも格別だということ

も,此の理由に伴っている。此の場合,このたぐいの木は安価でありうるし,また非常に高価である0 そして此の朋
隙をぬって非常に高価なものが安価で入手できる場合もありうる。何気ない顔を求め,多少っしろめたさと,スリル

力址tれに伴う。第三には汚損もあり,古色蒼然としているが,当今の本とちがうて風雪に耐えてき九ような装丁の木
があって,それぞれが時代の,母想を激発し,なお今も多くを語っているからである。評価が定まって後に全集として
刊行されたものは,私は除外する。これは実際的ではあるが,'原書"とは呼びがたい。こうした'原書"は,むや
みにきらびやかな装丁の木が多い中で,素朴で,しかも激発する内容を秘め,占びた静の中に動をかくしている0 こ

の古さの故に,風雪を感じとる故に,これらの本は容易に私たちを当時の歴史的粘神的状況に近づけ,創造的な人闇
の精神と心寸青に触れさせるからである。これに触れることは,また私九ちの粘神を'、るい起すことになる0 また私た
ちはひるがえって人冏の精神をいとおしみ,これを進める勇気を与えられる。
こんなことを考えると,私九ちの図書館にも,こんな書,占色蒼然たるなかに風楕を具えている木と接することに

よって,人門の精神への畏敬と,また自分の精神が'、るい起されるような場を提供するところがあってほしいものだ
と,思う。

図書館つれづれ
法学都教U

藤倉皓

^

郎

これまでずいぷん多くの図冴館のご厄介になってき九。
伺志社大学の学部のときには旧図書館の二階の闌覧室をよく利用しナこ。夜9時の剛館時には彼女と待合せて,御所
のまわりを二廻りほどしてから下宿まで送った。二人とも御所の中に入る勇気がまだなかった頃である。
六学院の図書室はいまの図占館の敷地に建っていた華族会館の一角にあっ九。木の床はぎしぎしときしんだが,係
の堀江さんが身上相談にものってくれるので,そこは本に鬮まれた院生の溜り場であった。本の利用についてもずい
ぷん融通がきい九ように,思う。

(

留学したアーモスト大学の図轡館はよくまとまっていて利用がしやすかった。司沓'が木の検索,利用について相談
にのってくれ,必要な本は他の図書館からも取り寄せてくれ九卒論の九めには何十冊かの木を揃えて参照する必要
があったが,専門家の助力をその時ほど身にしみてありがたく'獣ったことはない。司沓は白髪で小柄なディッケンソ
ンさんだっ九が,出来上った卒論を彼に捧げようかと考えたほど親身の世話をしてくれた。図苫館長のマキーン先生
に頼んでアルパ'イトもした。数の多くない日本語図書の文献力ードを作っ九りして,1時リ目1 ドル25セントだった。
この図書館には半.地下の独立し九読書室があった。どういうわけかピットと呼ばれていた。地獄という意味かも知
れない。50ほどの机があり,換気が悪く、いつもタハ'コの煙がこもっていた。ここには常連がいて,利用する机がな
んとなく決っていた。何時までいてもよく,ただ最後に部屋.を出る者が電灯のスィッチを切るきまりであった試験
まえには徹夜組もいた。さすが士,日になると近くの女子ソくへデートに行'く者が多く,人影のまばらなピットでせっ
せと日本への丁L紙を古いたその後,新しい立派なロバート・フロスト図譜飴が建ち,このピットもコンヒニーター
崟に変うてしまった。
ノースウエスタン・ロー・スクールの図書館は大きくはないがよく考えた設計で,利用しゃすかった。まず一年生
には法で1文献利用法,法律文・占作成法が必修科目であり,図杏館のどこにどんな資料があり,どう利用しⅢ用するか
を徹底してたたきこまれる。毎週,課題が出され,必ず何十冊かの木を書庫のすみずみまで探し,それぞれの必要箇
所を tみ,論理を紲み立て,引用を確認しなければ問題が解けない仕組なのである。

図書館の窓からはミシガン湖が見渡せ九。冬にはあの大きな湖が岸から凍りはじめ,沖からの波はそれが押し寄
せ,もり上り,せめぎ合うそのままのかたちで氷結した。それはなんともすさまじい光景である。

ハーバード・ロー・スクールのラングデル図書館は巨大である。ここにも半地下の杏庫に数人典用の読書室が並ん
でいナこ。そこにも能'時住みついているのではないかと,思われる連中がいた。階上の貸出カウンターは夜10時に閉る

が,鮪内には昼夜を問わず学生力丸寸こ。地階の書庫には奇妙なことに公衆電話のポックスがあり,時ならぬ真夜中に
も外小ら電話がかかると,必ず誰かが応答し九。

(

ケンブリッジは根雪になるので,ロー・スクールの主な建物は地下道で結ぱれている。冬になると何週問も地表に
出ない図書館の仕人が沢山い六。彼らはまるで本のぺージを食べながら春をまつ法律家の幼虫のようであった。先
年,客貝教授として教えたとき,ラングデル図書館とつながっ九別棟の最上階に教授専用の図書室があることをはじ
めて知った。そこへは特別の鎚がいる専用エレベーターか階段の那からしか入れない。電話も学生も来ないところ

で,Π先、教筆に専念できるという仕級である。一隅にはコーヒーやお菜子のテーブルもあり,至れり尽くせりであ
るが,あまり利用者をみかけなかったのは不思議である。

会衆国最高裁判所の図書室に入って資料を調べたことがある。友人が首席判゛のクラークになっ九ので案内してく
れた。図書室は大きく,しかし落着いた部屋であっ九。閲覧机の上に U. S. supreme court と名の入ったブルー
のしおりが沢山あったので記念にもらってきた。いまでも手許にある。日本の最高裁判所の図書室も利用させてもら

つた。最高裁が新しい建物に移るまえである。東京弁護士会所属の知人の紹介状が必要であった。アメリカのある州
の判例を10ページほど写す九めである。図書室ではゼロックスは取れず,同じ建物の地下にある店まで行かねばなら
ないとのことである。ところが判例集の室外持出はできないという。ながい押問答のすえ,同志社大学専任誠師の身

分証をデスクにあずけて,やっと帯出を許された。しかし余程心配であったとみえて、係の人が階段から店まで付け
,晦よろしく,村きそってきたのにはおそれいっ九。判例集一冊かかえて逃げそうな風体にみえたのかも知れない。

在外研究中に他にも,いくつかの図晝館にワラジをぬいだ。図書館にも人と同じょうにそれぞれの顔や性格があ
る。年輪もある。それが利用の際の暖かさ,心地よさと関連しているようである。どうも新しい図書館ほど,利用者
の出入りに対する監視がきびしいという印象をもつ。それもプラスティック・カードに感応して開閉する格子扉や電
子遥授,警報装置による監視である。利用のたびに,まるで手続を踏んで刑務所のなかの知人に西会に行くような気
持になってしまうのである。

学園にある図書館は,その中で人と人との触れ合いがあり,気安さや寛ぎがあり,学生の生活の匂いがたちこめて
いるの力ゞいい。

障壁

お金と言葉
大学院図書室

岩

井

允

子

人なみに聖地巡礼に出かけた。西独オーバーアマーガウ村叉難劇鑑賞組み合わせの,教会関係者のパーティに加わ
つて,15日間でフケ国をまわり,慣れないこととて目を回わした。

木誌の性格上,エルサレム新市街にあるイスラエル博物館の「聖1の殿堂」と,そこに収納されている死海写木に
ついて殻告すべきであるが,錚々たる専門学者のいられる木学では,差控える方がネU義かと考える。
ともかく,香港,ギリシア,イスラエルでは買物くらいは英語でできるし,米ドルでもいい。しかしミュンヘンか
ら南西80キロの田舎では両方とも駄目で,お金はマルク,何が何でもドイッ語を思し＼出さない限りトイレも使えな
い。20ぺニヒ必要なので両替えしなければ^バーテイは分散して民宿に泊ったので,同行の牧師諸先生の援助が得

られない。ただしこのあたりは高地ドイツ語だから,ーたび単語を思い出すと,アリリしぐの「開け,胡麻」ほどの
威力を発揮し,たちまちチロルの人形のような魅力あるアルバイトのお嬢さんが水を持ってきてくれたり,音楽テー
プを出してくれたりする。

これで要領を覚えたので,ローマでは到着するなり,りラ交換のとき,1から10までの数字を教えてもらい,運転
手に「今日は」と「有難う」を習ったら,お寺の記念品売場やタクシーでさっそく間に合った。
英国は心配なしと思っていたが,ロンドン行きの空港へ入ったとたん,頭の中に黄色信号が点滅した。サリーをま
とった婦人や,近東出身らしい若者や,アフり力の新興諸園から来たらしい人々が見られる。英国は出かせぎ労働者
が多く,ロンドン市中人口は,いわゆるイギリス人が半分以下だと「黄
昏のロンドンより」に書いてあったっけ・・・・・ーーまあまあ,もとの宗主国
へ行く人々だ,私よりは英語が出来るのだろうー・ー・・ここで、思い出した
のは,南独も,イタリアも,英国に占領されたことのない土地だという
ことだった。
結果はというと,他国人どうしの外国語がわかりゃすいということで
ある。ロンドンの地下鉄で黒人の大男の鉄道員に乗り換え場所を尋ね九
ら,右手をあげて連絡路を指して,「ゴー」と一言どなった。また,あ
るスーパーで,アラビャ人らしい店員に「ターキッシュ.ディライト」
というお菓子の有無をきいたら,これも一石「ゼア」と向こうの棚を指
さした。他方,郊外の住宅地で,タ方犬と散歩している紳士に,郵便局
の在りかを問うと,3秒ほど黙ってから「郵便局はもう閉っているので

Tav.(Tayar)‑ Tourist

「,0 はないかと存じますが」と答える。仕方がないので,「それは存じてお

りますが,明朝早々に用がございますので」と説明しなけれぱならない。
なお通貨に関してーえば,旧シリングはまだ通用している 20分の1ポンドが1 シルだから,同じ20分の1ポンド
たる新5ぺンスと同サイズで,どちらも自動販売機に使えるようになっている。
イスラエルでも同様で,2ケ月ほど前に新貨シエケル(旧10イスラエル・ポンド)に変わった由で,両方が通用し
ている。この国の公用語はへブル語とアラビア語なので,右から読むくらいは知っていても,新やら旧やら区別がつ
かない。そのうぇ店や料金の価格表示が旧貨のままのも多い。ガイド役の留学生安田真氏が,お札は,ヘプル文字が
3行あるのが旧ポンド,2行書いてあるのが新シエケル(約40円)と教えてくれた。これは,同じ値打ちのお札が同
デザイン.同色になっている。ポンドの名とともに,英国委任統治時代の記憶も消そうというのであろうか。(お札
自体にはりラと表記してある。)
道端で,なまりの強いドイツ語らしき言葉で中年の男達が商談をしていたりするが,同行の依田牧師が「あれはイ

ーディッシュです」と教えてくれた。ちなみに,スーベニアとして新聞を買おうとしたら,「そっちはイーディッシ
ユです」と注意されたこともある。どっちもへブル文字だから,あわてると間違う。しかしこの言葉はやがて消えゆ

く運命にありそうだ。今や独立後イスラエル生れが人口の半分に達し,いずれもへブライ語で育てられているし,ヨ
ーロッバのイーディッシュ人口は殆ど壊滅しているのだから。

ソ連や南米など,各地からの移住者は続いているから,成人教育も力を入れている。売店や本屋には入門書や簡易
辞書がならんでいろ。子供の本なみに絵入り,振りガナつき(大人用のは子音だけで母音は害かない)のもある。年
中行事を解説したのを買ってみたが,新年は9月だったり,今は1980年でなくて5740年だったり,何かと勝手が違う
ようだ。アラビア人のほうはイスラム文化だから,複雑な国ではある。

文献探索^二次文献の利用^(25)

英語・英米文学に関する二次文献田)改訂・増補

十数年前に,英語・英米文学を研究する場合のその手引きとしての文献案内や杏詰等の二次文献を紹介しまし九
が,その後,新しい火献も出版されたり,前の文献にも改訂版が山ているのがあり,今回は新しく「改訂・増補」と

して紹介します。また,英語・英米文学関係の二次文献は非常に多くあるので,前回と同じく包括的で主要なものを
収録しました。「個人作家の書誌」等は,紙数の制約上,告きましたので,今回掲載されなかった文献と合わせて,
下記の「文献案内」・「譜誌」等を利用して必要なものは捜してください。

注〕:()内の数字は,本学図書館所峩図書・雑誌の詰求詞号を表わし,圃は菊齢志・参考図書室にある新分類
図書,圃は斬分類図苫,@は旧分類図書, Pは雑誌を尓しているそして,英文科は英文学科研先室,女十大は

(

同志社女子大学図哲鯨の略である。
宮rounds siltce 1890.4t11 ed., t0▼.& eI11.

英語・英米文学関係の文献案内

By H. M. Jones & R. M. Ludwjg. Halvard
BibHography of bibH0宮raphies in American

Univ. press, C1972 264P.(屡028.939; J)

Iitcrature.

ます,1890年以降の米文学研究のための参老文献をり

By c. H. NHon. Bowker,1970.483P.、028.

スト,次に1890年以降の米文学の背景・状況・迎動鵠

939 ; N)

を項目別に解説し,名・々作家と作品等をおげている。

桜成は,誓〒'類・作家・ジ十ンル・その化に分かれ,
米文学関係の参冴文献を列挙。67P.に及ぷ小碩・苫湘
者名 q乍家名ゞ禽('0 名の索引あり。

巻木に苫者名・作家名の索引あり。
5. A guide to En宮lish and Ameticen literature.
3d ed.

2. Bibli0宮raphy of Br託Ish literar丁' bibliog實a‑

By F. W. Bateson & H. T. Meserole. Long‑

Phits.

man,1976.334P.(匡028.93;B2)

By Trevor Howard H0圦lard‑Hi]1. clarendon

英米文学を研究するための文献案内書。各時代別.ジ

Press,1969.570P.(1ndex to British ]iterary

ヤンル別に畑説と共に,参考杏・作家q乍品等をりス
ト准末に作家名・事項の索引あり。

bib110grapby, D (英文科・女子大所藏)

(

1890年以後,英米及び英連邦諸岡で出版され九英文学
関係の杏籍類・写木・菊木・定期刊行物の論説・記事

6.1.iterary tesearch 宮Uidp. By M. C. patterson

等の古誌,参考文献を列挙。5219点を収録。巻末に作

Gale Research, C1976 385P.(倭028.9; P)

宗名・苫者名・編者名・編さん者名・出版者名・事項

主に英米文学関係の参考図書案内。各文献に解題力坏

の索引がある。

いている。巻末に,著編者名一乍家名・書 G幻名・
亭項の索引あり。

3. A concise bibliogtaphy for students of En‑

フ. A reference 宮Uide to English, American and

glish.4th ed.

By A. G. Kennedy & D. B. sands, stanford

Canadian literature.

Univ. press.1960,4釘P.(女子大所蔵。図書館所

By l. F. Be11 & J. Ga11UP. univ. of British

蔵のものは1950年刊行,161P.四016.894;K)

Columbia press,(1972) 139P.(圃028.93; B3)
ジ.・ ・米・カナダ文学の各郡参考図書案内。一般と作家
別に分けて,各々参考文献を厳選してりストアップ。
一般の部の各文献は土に注解付き。巻末に著者名.占

芙、弓・英米文学全般にわ九る各種参考文献を,時代別
・ジャンル別寸に分けて列挙。巻末に著編者名索引と
耶頂索引がある

C志)名索引と作家名繁引あり。
4. Guide to American literature and its back‑
5

8. A teference guide to En宮lish studies.2d ed.

ある。

Comp. by D. F. Bond. univ. of chicago press,
〔C1971〕 198P.(圃028.93; B)
英語・英米文学を研究する際の手引きとしての,各種
参考図書案内集。1549点を収録。巻末に人名と事項の

2. Amerlcan litetary scholatship.1963‑

Duke univ. press,1965‑. Annual.(英文科所
蔵。図書館は購入予定)

索引あり。

英文学中心の「The year,s work in English stⅡd‑

By R. D. Altick & A. wright. MacmiⅡan,

j舶」と同様に,その年度に出版された書竹と論説.記
事に出た米文学研究の年刊の概観(各研究分野の専円
の学者が紹介・批評)。構成は2部に分け,まず代表
1¥"乍家中心に,次に時代別・ジャンル別等に各々文献

1979.180P.(女子大所蔵。図書館所蔵のものは1960

を挙げ概説。巻末に著者索引と作家名索引あり。

9. selecti▼e bibliograph丁 for tlEe study of En‑
宮lish and Ametican Hterature.

年刊行,138P.@016.84;A‑2)
英米文学を研究する時に,有用な各種参考図書等をり
ストアップした文献案内。巻末に著者名・編者名.編
さん者名・書(誌)名索引がある。

3. American literat11te. V.1^

Duke univ. press,1929‑. Quarterly.(英文科所
蔵)

季刊の米文学研究学術誌。巻末に最近号の定期刊行物
10.イギリス文学一案内と文献一
御輿員三編,研究社,昭43,250P.(圃028.93;0)

からの論説・記事の索引,現在進行中の研究の誠告,
書評等あり。なお, American l'託erature. V.1‑

30(1929‑1959)の総索引も出版されている(英文
科所蔵)

他に,作家・作品辞典的でもあるが,英米文学全般
にわたって,研究の手引としての種々の解説と共に,

4. T1まe American noTel; a checklist of twentl‑

各種参考文献を載せている総括的な便覧.参ぢ、冉とし

eth cent11r丁 Critici8m.

て次のものがあります。

By D.エ. Gerstenbel'ger and G. Hendrick.

アメリカ文学案内田島俊雄等著朝日出版社昭
52 (圃939.03;T)。アメリカ文学研究必携福田陸太
郎等編著中教出版昭54 (屡939.028;A3)。
イギリス文学案内野町仁・荒井良雄著朝日出版社
昭52 (圃930.3;N)。 18‑19世紀英米文学ハンドブッ
クー作家作品資料事典一増補版朱牟田夏雄等編南
雲堂昭52 (@930.26;J2‑1a)。 20世紀英米文学ハ
ンドブック追補版上田勤等編南雲堂昭43(②
930.27;N)。 20世紀イギリス文学作家総覧 1,小
説青山富士夫編北星堂書店昭54(圃930.28;N4
)。年表英米文学史一翻訳書併記一成田成寿監修
笠原勝朗編荒竹出版昭50 (圃930.2;N2)

Alan swa110W,〔1960‑197の.2V (英文科所蔵。
図書館は購入予定)
1789年から1968年までに出版された書籍類と定期刊行
物類の論説・記事からの米国小説の評論・批評の文献
リスト。作家名のABC1噴に配列され,各作家別の中
は,個々の小説・一般研究・書誌に分け,各文猷を列
挙。
5. Annual bibliogtahy of English lan宮Uage 3nd
Iiterature. V.1 (1920)ー.
Modern Humanities Research Association,
1921‑.(英文科所蔵。図書館所蔵のものはV.8,14,

21,28,29,30.のみ。@016,84;M)
英・米及ぴ他の22ケ国で英語で書かれた書籍類及び約

(2)英語・英米文学関係の書誌

700誌の定期刊行物の論説・記事よりの英語・英文学

1. Abstracts of En宮Hsh studies; an ofncial

関係の年刊文献りスト。第50巻 a975年版)では,

Publication of the National council of

14614点の文献を収録。

Teachets of Engli811. V.1
6. Articles on Amerlcan l.託erature,1900‑1950.

Boulder, C010.,1958‑. Monthly (except July &
Aug.)。(英文科・女子大所蔵)
英・米文学及び英語学に関する米国と外国の定期刊行
物における論説・記事の抄録。索引は月刊のものには
作家名・事項があり,年刊のものには著者名・市項が

By Lewis Leary. Duke univ. press,1954.437
P.(@028.939; L)
フ. Articles on American litel'atute,1950‑1967.
6

2.1'iterary histor丁 of the united states; bih‑

By Lewis Leary. Duke univ. PTess,1970.
715P.(女子大所蔵。図書館は購入予定)

Iiogreph丁'.4th ed., reT.

上記の続きで,1951年1児から1968年1月までに,約

Ed. by R. E. spi11er (& others〕. Macmi11an,

600誌の定期刊行物(主に欧米誌)に出た米文学関係の

a974〕 1466P.(圃939.02; L3)

論説・記事のりスト。 751P の内,597P を個別作家(

構成は,①8UidetoresourceS ②文学と文化③文

ABC1順配列)に当てている。

学運動と背景④個別作家の4部で成り,各々釧説と
共に参考文献が示され,個別作家の部では作品・批詐

8. Bibliography of American l.iterat11re.

等の書説功ゞ挙げられている。巻末に著者名・作家名・
書 G志)名・李項の索引あり。

Comp. by J. N. Blanck, Yale univ. press,1955
ーフ3. V.1‑6 (1n progtess)(英文科所蔵。図書館
所蔵のものはV.1‑3まで, V.4 以後は購入予定。②

(

3. MLA intern丑tion81 bib110graphy of books

028.939 ; B)

8nd articles on the modern languages and

1930年以前に死亡した米作家(約300人)の主に作品

Iiteratures.1921‑.

に関する譜誌。作家名のABC順に編成・刊行されて

Modern language Association of America,

いる。現在6准まで刊行。(Henry AdamS から T.

1921‑, Annual.(英文弔枦月哉。図者丘'ア姉誠のものは

W. DarsonS まで)。

1968年版まで,以後は購入予定。屡圖028.8;M2)
全世界中で,その年度に出版された書物と論説・記事

9. A Mb110graph丁 of writings on t11e English

に出た欧米語で者め、れた現代文学・語学に関する国際

Ianguage from t11e beginning of printin宮 to

的規模の年刊吉辻 1976年・版では,全世界の3000誌以

the end of 1922. reprint.

上の定期刊行物と書籍類から4四82点を収録。多量に

By Arlhul', G. Kennedy. Hafner.1961.517P.

英譜・英米文学関係の文献が採録されている。遂末に
著者名・編者名・編さん者名索引がある

(英文科所蔵)
「印捌術始まって以来1922年まで英語に関して苫かれ
た書縞はもとより,雑誌に出た論文まで総数13402点

なお,上記の「MLA lnt'ι Bibl.」と同様,英詔.

をlist し九」英語学関係の書誌。巻末に著者名・批評

英米文学関係専門の雑誌記事索引ではないが,かなり
関係文献が収録されているものに, cumulati亨e

家名索引と事項索引がある。

index to periodical Liter8ture.(英文子1所工優,
March 1959以後一)や, Reador's guide to p.ri‑

0. Dissertations in Aヌnerican literature,1891
‑1966. Newly rev. and enl. ed.

Odica】 liter丑ture.(P028 ; R3,木学図谷館所融,

By J. woodress. Duke univ. press,1968.185

V.1(1900‑1904〕以後一)があります

P.(英文科・女子大所戚)
4. The new cambridge hibH0宮raphy of ER宮HS11

1891年から1966年までに,英・仏・独語で書かれた米

Iiter丑t11re.

父学鬨係の博上論文のりスト米と外国の大学から
4631タイトルを収録。構成は,まず個別作家(ABC

Cambridge univ. press,1969‑197フ. V.1‑5 (

雌D を,次に時代別・ジャンル別等に配列。巻末に論

侮028.93; N)

文著者の索引あり。
1. Dlssertations in ErgHsh and American 11t‑

英文学全般に関する書誌。最も文献が豊富で精密。対
象としている年代別に刊行。 V.1:600‑1600 (1974
年刊行,1971年までに出版されたものを収録)。 V.2:

erature; theses accepted b丁 American, British

1660‑180o a971年刊行,1969年までのもの)。 V.3:

and German uni▼ersities,1865‑1964.

1800‑190o a969年刊行,1968年までのもの)。 V.4:

By L. F. MCNamee. Bowker,1968.1124P.

1900‑1950 a972年刊行,1969年までのもの)。 V.5:

索引(1977年刊行,作家名・著者名・編者名・事項.

(英文科所蔵)

誌名等)。

18鉐年から米・英・独の各大学に提出された英米文学
関係の博士論文のりスト。構成は主題別・時代別・ジ

15. The 丁'earls work in English st11dies. V.1 (

ヤンル別・作家別等に配列。電算機製の書誌。巻末に
論文苫者の索引あり。なお,補'(1964‑1973年分)

1919/2のー.

も出版されている(英文科所ル秒

Publ. fot the English Association. London,
7

MutTay,1921‑. Annual.(英文科所蔵。図書館所

構成は,参考文献.アメリカ文学年表・アメリカ文学
地図に分かれ,特に参考文献の部では1.アメリカ文
学全般Ⅱ.時代牙蝶急説Ⅲ.個別作家に緬成され,
内外の米文学関係の各種参考文献が列挙されている
注岬のある文献もあり,個別作家索引が付いている。

蔵のものはV.48 a967)まで,以後は購入予定。飼
930.5 ; Y)

英.欧.米で出版された書物と論説・記事に出た英文
学に関するその年度内の研究業績の内,注目に値する
ものを,各研究分野の専門家が要約・批評したもの
英語学・米文学等も章を設けてあるが,構成の上力は
英文学で時代順に配列。遂末に苫者名索引と作家名.

0

3

事項索引がある。

日本における英語・英米文学に関する書誌

1.英米文学研究年報学苑一英米文学紀要一(昭和女

子大学近代文化研究所)).(P900.1;G)
「学苑」の毎年4刃号に掲載。 1午.朋で口木で出た英

6. current bibHograph丁' on lingⅡistics and
English lingulstioS 1960‑1978.く最新言語学.
英語学文献総覧 1960 1978>安井稔編開拓社
昭54 269P.(参028.8;Y)

語'.英米文学関係の紀要類記嘔索引。最近は全伺大

学.短期大学の学術誌からのみ採録。紀要.文学と紀
要.語学の2つに分け,月別に文猷を収録

1960年から1978年の11月までに,欧米と日本で出版さ

れた言語学・英語学関係の文献約5000点を,49誌の専

2.外国文学研究文献要・ 1 英米文学編 1965‑1974
安購朗券等編口外アソシェーツ昭52 24,436P.

門誌と93冊の選集等から収録。描成は,体系名の原綴
のABC順で文献を配列。巻末に著者名索引あり。

(20世紀文献要覧大系 3)(屡028.9;G)

構成は3郎に大別。第1邵は「研究文献利用案内」

17. A classifiea bib110graphy of writings on
Eng11S11 Phil010g丁' and medie▼al EngHsh nt‑
erature.<英語学・中世英文学文献目録>改訂版
大泉昭夫著南雲堂(1968) 182P.(舎028.83; 0‑1a)
大泉昭夫の蔵書にもとづいた,欧米と日本で出版され
た英語学・中世英文学の文献りスト。配列は,一応英
語学関係と中世英文学関係に分けられ,1670点を収
録。巻末に著者名・編者名索引あり。

で,基本参老文献の項に於ては、1965作以後に限らず

既刊行の中から,利用度の高い和洋の基人図π.参吉
図書・書誌・索引類を列挙してある。第2,祁は「文献
目録」(この都門が主体)で,1965‑1974の10IF闇で,

日本で出た英米文学関係の研究文献を,主に作家別(
原綴のABC順)に緬成した文献りスト。定期刊行物
の論説.記吉(主として),図書類より15200点を収
録。第3部は「索引」で,事項,作家名(作家のカナ
ヨミによる五十音順),作品名・書名一邦題名(五十
音順)・原題名(ABC順),苫者名がある

8.英語学文献総覧

山口秀夫編篠崎書院昭32 117P.(英文科所蔵)
斎藤静の蔵書を基礎に,英語学を中心とした文献りス
ト。構成は一般言語学・英語学等,5部門に分け関係
文献を列挙。英語学関係の文献は70P.に及ぷ洙太
に苫者名索引と誌名・ C0ⅡectionS 名索引がある。
19.英語学一研究と文献一改訂版
市河三喜著三省堂昭31324P.

3.私立大学・短期大学紀要類論文題目索引
束京都私立短朔大学協会図尋館研先委員会昭42‑
(年尹D .(固気027.5; S4.1968年版一1976年版まで
所蔵,以後は購入予定。)

東京都私立短朔大学協会と私学研修福祉会に寄財され
九私立大学・短期大学紀要類の記事索引。日木十進分
類法,71坂主綱表によって,採録文献を分頴.配
列。英語・英米文学関係の文献もかなり収録を太に

016.894; 1 ‑

Ia)

敦筆者名索引がある。

20.イギリス文学史改訂増補第5版
斎藤勇著研究社昭49 94如.(金930.2;S)
後半,223P.に及ぷ英文学に関すろ譯細な「参苫書

なお,その他の雑誌記事索引等には,この「二次文献
の利用」欄で,過去幾度も紹介されていますが,日木

誌」がある。

学術会議の文学・哲学・史学文献目録一西洋文学・語
学篇(圃028;N),同じく文科系文献目録一西洋文学.

21.総説アメリカ文学史一資料編一

大橋健三郎等編研究社昭54 192P.地図

語学続と続々篇(圃028;N‑2)があります。それに,
(固師

国立国会図書館の雑誌記事索引一人文・社会編一.1

939.02; 02‑2;(2D

巻 1号 a948)ー,(P027;Z,及ぴ侮),同じく雑
8

誌記事索引一人文・社会編一累積索引版シリーズ

標記の五十音順)に列挙。巻末に苫岩名索引(欧文:

X 文学・語学 1948 1954年,19闘 1964年,1965

ABC順)・作品气索引(欧文 ABC順,和文:五

1969年,1970 1974年,4吊(P027; Z3)があ
り,又,雑誌記事索引一人文・社会編一累積索引版
1965 1974年総合索引著者名編,総合索引伴名

十音順)がある

10.日本における英国小説研究害誌一昭和43年 昭和52

編,2冊(P027; Z3‑2)も1」.リ坂されています。

年一

宮峪屶三等編風1打誓'房昭49一弱 2冊(参028.
4.中世英語英文学研究業績りスト 1979

(

933;八D

巾世イギリス研北資料センター(東大教巡部内),

昭43より昭52までの10年問に定期刊行物・単行書に出

昭54 160P.('028.93; C)

九, F1木人によって苫かれた英国小説に関する研究業

1978午9月末現在,「1木で発表された(単行小;・雜誌
の巾から)中世英需英文学研究業紙の文獣りスト構
成は一般・ OE ・MEの川酔こ,又そオぞオの中では文
学・語学のルUこ配列。1634点を収録。巻オミにX者名索

繊を列挙。冬研究文献には鮓説・短評が付いているも
のもある。巻木に甑笹者名索引(ABC順)がある。
1.日本の英学100年別巻

口本の芙学100午私"リ詰慌需研究社昭" 362,66P.

引(五十音順)がある。

(翫830.1; N)
後半部分,204P.に及んで, m各伝」(口本における

5.英語年鑑

内外の英学名)・「1γt (貯代研究.個人文献く日

英語午鑑綿集部編研究社昭35‑.昭35,37,39年
以後午刊(雪命830.5;E,1966午版以後所蔵)
日木の英需・英米文学界企般にわたる1年閻の「回顧
と展望」,「個人研究業紘一覧」竹:,六部に分けて編

本の英学者・英米作家>・" A文獣)・「年表」が収
まっていア

12.戦後英米作家研究図書一書誌と所在一

集されている。

志保田務等編口木図斗館研先<昭和詑.Ⅱ,268
P.(霪028.93; S)

6.明治・大正・昭和邦訳アメリカ文学書目

昭20午8月から昭501に3月までに品た英米作家研究図

田ナ'ナ'み崎原 1}房昭43 240P.(圏028.939;F)

書(832点)を,作家名(五十音偵)毎に列挙し,各
大学図書館の所在を明示した文献目録。巻末に「雑誌

フ.明治・大正・昭和翻訳文学目録

紀要所載英米作家占'一葹」,と著者名,書名,欧米

1司住嗣会図古館編風Ⅲりテ房昭34 フ79P.

作家名索引が付いている。

(蜜028.9; K)

なお,今回紹介されなかった各祥二次文献は,

8.西洋文学全集翻訳目録 1956‑1976

(

Sheehy の Guide to reference books.9th ed.

束京都口灰!.区住守屋図;1訓薪扇.発行昭52 2冊

1976 (霪028; S4)や, Bestetmanの A world blb‑

(盛028 9,T)

Iiography of bibliographies.4th el., re▼.&

円勗台・大正・昭和割訳文学目録」(明治元年より
昭和30午までの翻訳欧米文学作品を含む)を叉けて,

greatly enl.5V.19備 66 (" 025;B),そして,

それ以後に出版され九作品を,主要な文学企集 a部

日人図冉鯨恊会の日本の参考図書解説総覧.昭弱

献は茗者名の五十音順で配列,同一著者内は書名の五
十音順。准木に茗名名(五十音順)索引がある。
9.東京都立中央図書館蔵合集収載翻訳文学索引

束京都立中央図書館編昭52 436P.(圃028.9;T2)
東京都辺中央図譜館蔽の翻訳文学関係合集(企集.選
集等)に収録されている2400人を,著者別翻訳作品目

録に編集した索引である。約1万点(但し,個人全集
と中園文学を除く)。文献は,著者別(姓のカタカナ
9

く

たもの)の内より選択し,著古'別に編成したもの。文

ノ

︑.︑

プ

し

( 028;N2 1b)*に.ていのもあますので,

を除き,昭和30午以降昭和51年12月末までに山版され

図書館における資料収集の周辺
本学では図書資料を収集している部館所(各学部,学科研究室・各研究所・図書館)が20ケ所以上あり,それぞれ
の目的に沿って独自に資料収集活動を行っています。図書館を除く部所は研究主休であって,誰もが,何時でも自由
に利用出来る訳ではありません。それに対して,図書館は本学の誰でもが自由に利用することを前提としています。

幅和54年.度の図書館図書費は約5,200万円で,そのうち逐次刊行物(いわゆる雑誌・紀要類)購入に2割強が当て
られました。

木館では当然のことながら,4年冏の教養・専円課程で必要なものは収集していますが,少し項分けしてみると①
様々な調査が十二分に行える為の参考図書や二次資料類②これらと関連するが中央図書館が必備すべき全国書誌の
類③基本的標凖的と,思われる教養書④専門課程やもう少し高いレベルを想定した専門書⑤直接カリキュラムと
の関連のない専門分野のもので必要と,思われる基木的な学術書⑥各種史資料⑦本学との関連で積極的に収集する
資料,などとなると思います。これらのうち①は主として参考図書室に配架されるもので,今後,ますます重要度の
増すものです。②は国会図書館哉土目録などですが,現在,継続受入中のもとして, N. U. C.(Nationalunion
Cata】og pre19561mprinD があります。完結も近いと'思われますが700冊前後の米国全国書誌です。それ以後はほ
ゞ 5年ごとにまとめらオ刊行されています。又 G. V.(Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen schrif杜Ums
1700‑1910,1911‑1965)は二期分合わせて300冊の予定で,現在,100冊余り刊行されています。いずれも大部な
セ.,トで閉架キ中に収(しています。③④⑤に該当するものは可能な限り開架閲覧室に配架して日常の勉学に供する
ものであり,⑥はその際,使われる基本的な史資料類でそのほとんどを閉架書庫に収蔵しています。⑦には直接木学
に関係する資料はもちろんのこと,キリスト教史資料や,初期英学資料,その他,従来より収集して来ているコレク
シ"ンを充実させる類のものなどがあります。

とはいっても,余りに一般論的すぎて,十分理解を得られないかもしれませんが,こうした枠を考慮しつつ,具体
的な基準を積みかさねていくわけです。例えば,都道府県史は網羅的に収集していく,というように各主題領域につ
いての基本的な指針をマニュアルの形でもっています。

こうしたものの,骨子となるものは過去より蓄積されて来た蔵書です。木館のj1戌苫(現在約30万冊)を分析し,
層の充実をはかると共に,新たに収集すべき主題領域についてはその検討を行ない,マニュアル化して対応している
のです。

この様な,図井館図苔質料の収集に関する諸々の問題の審議・検討を行う組織として,「図"資料選択委員公」(
以下図選委=会という)が館内に設けられています。

「図選委員会」はこれまで述べて来たような収書の方針や計画,選書の基準を策定する外,具体的な,日常の選苫
活動をも行います。

選書の方法には,大きく分けて二っあります。ーつは「見計い」です。これは,力者が持ち込んで米る図苫資料を
一冊ずっ手にとって「受入れ」(図書館の資料として登録すること)するか否かを決めてゆく方法です。これは,資
料そのものをみることが出来るので,最も望ましいのですが出版社側の事情で「見計'い」出来ないものもあります。
もうーつはパンフレットその他,二次詰報による選書です。
本館では隔週に一回定瑚的に「見計い」による選書を行っています。新刊本を中心に本館が「及入れ」しそうなも

のを書店が独自に集めて持込んで来ます館内の「図書選択室」の書架に並べられた図書の選書と所蔵細査(複刻
版.複刊.再版の場合,その他)を一日で1丁います。昨年度は20回行い持込み平均325冊,受入れ平均142冊(総受
入2,831冊)でした

定期的なもののほか,各書店が脚埒に特殊な資料を持込んだり,一定のブック・フェアのような形で巡回して来る
ケースなどもあほす。

「見計い」として入手出来ないものは,様々な情報をもとに「発注」してゆきます。図選委員は,分担して,新聞
の広告や妻評欄,「納本週毅」,「出版ニュース」その他の総合的な新刊情報誌やパンフレット類から必要な資料を
選択しています。「納本週假」は国会図書館に納められ九図書資料類が,市販品・非亢品の別なく収録されており,

その記述によって資料そのものを詳細に推測することが出来て大へん便利であるのみならず,もっとも包括注のある
恬報誌といえます。この外定評ある書誌をもとに各主題別に所蔵調査を行い,不足している資料を丹念に収集するこ

とも行っています。「見計い」は通常霄店があらかじめ選んだものの巾から選択しているので,どちらかといえ
ぱ,消極的な収譜そいえるのに対し,木館の収誓方針や計画をもとに,所蔵鯛査を行い発注収集してゆく方法は,積
極的な収書であると言えます。「見計い」を最大限活用しながら砧極的な収集に取り組んでおりますが万全というこ
とはなく,教職員の方々の推薦あるいは学生購入希望の申込みなどにも翊待しています。昭和熨年度に受入れた資料
は購入9,212冊,その他 q扇入一雑誌類は合冊製木して編入扱,寄贈など) 3,0441m,介わせて12.256冊でした。
ここで学生購入希望について述ぺてみましょう。現在の力法は昭和四午度からフ討池しています。過去二年分と本年
八月迄に申込のあっ九ものを,簡単に分けてみたのが,つぎの表です
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55年度

(

(但し,郭年度は8月末現在)
毎週月昭日に投書箱より購入希望票を取り出し,先ず,所蔵凋査や不明畩な記述のものについての調査を行いま
す。この表に「所蔽している」という欄がありますが,これは既に閲覧可能の状態にあるのに購入希望が出されたも
のです。申込まれた方が力ード検索をされなかったか,検索し九力町可らかの理由で力ードを見出すことが出来なかっ
たものです。これらには,図書請求記号を譜いて回答とします。「購入する」の中には,申込まれた時点で「受入
れ」ていたが,整理中で利用出来る迄には到っていないものも含めています。「その他」には,絶版・品切のもの,
要求している資料力曙己述の誤りか何かでわからなかったもの,あるいは具休的な資料を要求していないもの(意見や
要望)などを含めています。この表では出てこないのですが,「叉入れ」するか否か即決出来ないものもあります。
ーつは資料の内奔が判断出来ない時で,これは「見計い」という回答をして,同時に木を取りょせる手配をします。
もうーつは高価なものや従来の基準内で判断山来ないもので,「委員会」という回答を出して出来るだけ早い時期に
審議して決定します。
印込み件数からみると,54年度(昨年)はこれまでの最高をでした。木年度は現在のところ一咋年並のぺ

・^

す。
内容からみると,力りキュラムに沿ったものと,そうでないもの,どちらかといえぱ趣味的なものとにわかれま
す。趣味的とはいっても相対的な判断にすぎず,印込者にとっては立派な研究対象であろうと"思われますが,予算,
その他の事恬からそうした希望にこたえられないケースはしばしぱあります。 n惟入しない」という回答をしたもの
にはそういうものが含まれています。教学の範四内で利用されると判断されるものについては,原則灼には価格に関
係なく「騰入」しています。その他,特別な*情のない限り日常の選舎岳凖に準じています。
これに関述して複本の問題があります。新館移転以米,図占館の利爪率は初変らず漸増の方向にありますが,これ
は同時に同一木の複数叉入れの要望にもつながっています。元来,若千の複木は想定しても基本的にはータイトルー
冊という原則で開架関覧室を1倖成しています。開架開覧室は最大限5万冊収顎出来ますが,砦定の調査研究を除く日
常の勉学にはこれだけの図冴があれぱ十分対処出来ると老えています。従って,議丑H降戊もなるべく均一化して,あ
る11定の土題分野にかナこよらないよう配應して来ました。しかし,「何11$来ても求める図袈カヅよし、」という声やその

他の意見や要望,あるいは時折行'つている利用度網査の結果にもとづいて,古架配分の修正や複人描想にも着手して
来ました。現在は教利と関速して必要と思われるものについて2 3冊の複本を日途としつつ,最大1娘5隔迄受入れ
ろことにしています。しかし,複本構想の批進は開架開覧室の総タイトル数の減少をも九らすのみならずj抜書構成の
均衝をもくずす因ともなり,伎埀に対処せざるを得ません。
こうしナこ,複本叉入と別途に年間約6,000冊以上の栃刊図上を開架田吃室に入れています。それは同時に,ほぽ同

量の図杏を断えず開架幽覧室から閉架書庫へ移していることを愆味しています。咋日迄開架関覧室にあっ九本が何時
の惜]にか,閉架式に移されていた,という経験をされている方が,多いのではないかという危慢もしています。

いずれにしても開架開覧室や参冴図書室は常に飽和状態にあります。カード検索になれて,十二分に閉架図書に親
しまれ収集に関する意見や愛望を活発に提言していただきたいと願っています。

実例を中心七した
さ

が

8
1

方

資料の

し

今回は,1980年7月までに叉付'けた質閻からピックァップしました。図書や剤翫志の所蔵調査,カード目録の利用の
方法町もレファレンスカウンターXはメインカウンターで叉け付けていますので迂慮なく相談して下さい。
(質問例 1)

富士アルミ管工業の所在地が知り九い。東京方面にあるらしい。
<回答>

就職などで会社の所在地を調べたりする小:があると思いますが,会社の所在地を闘べる資料として,「ダイヤモン
ド会社要覧」(330.66;D),「会社年・鑑」(330.66;K3),「会社総鑑」(330.66;K),外国会社の場合は「グィヤ
モンド外国会社要覧」(330.66;D6),「外国公社年鑑」(330.66;G2)などがあります。富士アルミ管工業はこれ
らの資料で調べても赦っていませんでした。東京方面の会社ということで,東京の電話帳で捜しました力司曵っていま
せんでした。会社名からみて製造工業という事が推測出来ますので,業種別,県別に工場の所在地が減っている「全
国工場通覧 1980年版」(503.5;Z)の巻末の本社一覧表で捜すと富士アルミ管工業が載っていました。住所は埼玉
県入間郡三芳町北永井822です。

又'富士'という名称から'富士銀行の企業グループ'の可力謝生もあると恩い,「芙蓉グループ関係企業総北」(
330.66;F)の巻末の索引で捜すと富士アルミ管工業が載っており,住所もわかりました。「グルーフ関係企業総覧」
は,,芙蓉グループ'の他に,三井,三菱,住友,三和,第一勧銀のグループ企業総覧がありますこの回答で紹介
し九資料はすべて参考室にあります。
(質問例 2)

能楽の作り物(小道具)に使う'びしゃこ(又はしたくさ)'という常緑樹について調べたいのですが。参老室の
植物図鑑や百科事典,古事類苑などで調べましたがわかりませんでした。
<回答>

能楽で使用するという事なのて,「芸能辞典」(フ72.1;G2),「狂ご1辞少U (フ73.9;K2)で調べましたがわかり
ませんでした。書庫にある植物図鑑も調べましたがやはり載っていませんでした。'ことぱ"を調べる寳料で捜して
みると,「広辞苑」,「角川国語中辞典」などにはありませんでしたが,「日木国語大辞典全20巻」(813.1;N2),
に,びしゃこ,力司尖っていました。'びしゃこ'とは'ひさかき(1令)'のこと。京都,大阪府南河内郡,奈良県,
和歌山県,徳島野U紅部郡,高知県の方ふと三己検されています。'ひさかき(怜)"という事がわかっ九ので,改めて
植物図鑑で調べました。参考室にある「牧野新口木植物図鑑」(470.38;M),「口木の樹木」(470.38;N2),「原
色日本樹木図鑑」(470.38;0),「古弓工類苑植物の部」(031.2;K2‑1b)などに哉っていますのて見て下さい。
(質問例 3〕

佐伯好郎の没年が知りたい。1871年・広島県上れて,1890年束京専門学校を卒業,1897 1907年の刑,東京高師の教
授でし九。
<回答>

人名事典で調べても"佐伯好郎"はありませんでしたので,文献目録で肌べました。「日本人物文献目弍剥Φ28.
281;H)で q左伯好郎"の項を刷べるとΠ左伯好郎博士を悼む京口元吉著史観 72 昭40」,又「人物文献索引
法律.政治編」(028.28;K2)には「故佐伯好郎博士を懐う(含略歴・著作目録)矢田一男苫法制史研究 16号
1967」,「佐伯好郎遺稿並伝佐伯好郎伝記刊行会昭45 佐伯好郎年譜」という文献が見つかりました。「人物当
読索引」(027.38; D で詔べても「人物文献索引」に載っている文献と伺じものが城っています。'佐伯好郎"に鬨
する文献がわかりましたので,これらの資料を図書館で所蔵しているかどうかを目録で調べると,「史観」(P200.
1;S5),「法制史研究」(P322;H)とも図書館で所蔵しているのがわかります。「火観 72号」の"佐伯好郎博士
を悼む」という記事を見ると,佐伯好郎は1965年6月25日94才で死亡という李!がわかりました。なお「佐伯好郎遺稿
並伝」は神学部研究室で所蔵しています。

(質問例 4)
青山霞村の詩集「池塘集」の初版木を所蔵している図書館はありませんか。
<回答>
同志社大学図書館では「池塘集」の訂正再版(大正9年発行)を所蔵していますが,これの奥附によると初版は明
治39年12月20日に禿行されています。著者名,書名ともわかっていますので,応艾書目録で捜して下さい。初版が明治
時代に発行されていますので,「国立国会図書館所蔵明治期刊行図習凋録」で誘べると便利です。この目録には約
12万タイトノレ(明治期に刊行された出版物の約70%に当る)の出版物が収録されています。書名索引で調べるとⅣ巻
の348ページに「池塘集」が載うているのがわかりました。Ⅳ巻を見てみると「池塘集草山隠者著深草村(京都)
苧山盧明39.12」となっています。著者名が草山隠名となっていますが,書名,出版地が訂正再版と同じであり,

,"版郁月も初版木禿行の年月と同じなので,青山霞村が'草山隠苗'という雉名を使用したのではないかと思われま
ナ。この*を確;忍するために「近代人物号筆名辞典」(281.03;K4 参ぢ室)を羽べると"青山霞村"は'草山隠者'
という笋名を使用したという氾述がありますので,この人が青山霞村茗の「池塘集」の初版本である事がわかりまし
た。初版本は岡之風会図書館で所蔵しています。
質問例 5

(

ジヨージ.バーナード・シ,ウの「バーバラ少佐(Major Barbara)」の日木語訳本が読みたい。
<同答>
著者名も禽名もわかっていますので,どちらからでも捜せますが,図苫鮎では文学作品は原則として単行本では購
入せず全集,叢書で購入していますので,カード目録で捜しても見つからない場合が多いと,思います。「バーバラ少

佐」の場介も単行木では所蔵していませんので,全集や叢書の中に収録されているかどうかを捜して下さい。このた
めの資料として「明治・大正.昭和割訳文学目録」(028.9;K 参考室),「東京都立中央図書館蔵合集収載翻訳
文学索引 1945 1975」(028.9;T2),「西洋文学全集割訳目録 1956 1976」(0訟.9;T)などがあります。これ
らの資料で詔べてみると「明治・大正・昭和棚訳文学目録 a868 19郭年までの出版物を収録)の'バーナード・シ
,ー'の項目に「パーバラ少佐」が見つかりました。「バーバラ少佐」は昭和4年発行の「世界戯曲全集」の第6巻

に収録されています。又「イギリス文学案内」(930.3;N 参考室)の巻末にある'翻訳文献'のシ.ーの項目を調
べても「バーバラ少佐」は「世界戯曲全集」の第6巻に収録されているのみです。「世界戯曲全集」は同志社大学で
は所蔵していません。国立岡会図書館で所蔵していますのでこれを利用して下さい。借出が出来ます。
〔質問例 6〕
「戻療過誤民乍裁判例染」はありませんか。
<回答>

「医療過誤民事裁判例集」は法令出版より1967年に出版されています。同志社大学では所蔵していませんが,国立
困会図書館で所蔵しています。(「国立国会図沓館蔵書目録一1959 1968‑」(029.11;4A・4 参考室)による),

(

伺志社大学では「医療過誤民事裁判例町U と似通った資料として,「医療過誤判例大系」(328.74;N)をアメリカ研

究所で,「医療打故の民事判例」(328.74;N‑2,N・2a 閉架)を図牛館で所蔵しています。又「国民医療年鑑」(
498;K 1964午版以後所蔵,最新年度は参考室,それ以外は閉架)に当該郁度の医療判例力町炎っています。これらの
資料で羽に介わないか一度羽べて下さい。
(質問例 7)
,1'i領史研究会編染の「1七領関係文獻目録」は所蔵していませんか。1976仟・に発行されたものです。
<回答>

図・占館の力ード目録で柵べましたが「占領関係文献目録」は見つかりませんでした。1976年に出版されたとの事で
1974 1977郁.度の「出版年鑑」で朋べましたが載っていませんでした。「口木史文献年鑑」(028.21;N2)も調べて
見ると「占領関係文献目録」は祓っていませんが,「地方における占領史関係文献目録(占領史研究資料 1)」と
いう目録が1976年に占領史研究会の編集で出版されているのがわかりました。占領史研究会が編集発行したのはこの
寳料だけのようです。「地力における占領史関係文献目録」は図占鮪で所蔵しています。請求記号は028.21;S2で
す。閉架図書ですからメインカウンターで請求して下さい。
(質問例 8〕

1965年に出版され九図書に「中園白書」(みすず書房)の出版広告が桟っていましたが,この図書は出版されたで
しょうか出版されナこのでしナこらどこか所蔵している所はありませんか。

<回答>
図書が出版されたかどうかを調ぺる資料として「全日木出版物総目金剥,「出版年鑑」,現在購入叫能な図書の目
録として「日本書籍総目録」があります。又納本制度をとっている国立国会図書館の蔵書目録も利用出来ます。「全
日本出版物総目録」(025.1;Z)の1960 1973年版,「出版年鑑」(025.1;S)の1955 1968年版,「国立国会図書
館蔵書目録」の1948 1968年版を調べましたがいずれにも咸っていません。「中国文献案内」(028.222;1 参考室
中国に関する1972年までの文献を収録)にも叔っていませんこれらの資料の調査結呆から考えて「中国白書」は出
版されていないものと,思われます。
(質問例 9〕
「蒲生郡志」は所蔵していますか
<回答>
書名からみて地方史の資料と思われますので,参だ室にある地方史の二次文献を使って捜して下さい。「大阪府

立図書館所蔵地方史誌目釘U (028.21;0)は府県別に配列してありますので蒲生郡がある滋賀県の項目をみて下さ
い。蒲生郡が何県にあるかがわからない"寺は地名辞典,例えぱ「コンサイス地名辞典」(290.3;K2)で調べて下さ
い。滋賀県蒲生郡の項を調べると「近江蒲生郡志巻1‑10,蒲生郡役所,大正Ⅱ」が見つかりました。書名は「蒲
生郡志」ではなく「近江蒲生郡志」で,大阪府立図書館にあります。又書名が「近江蒲生郡志」だったので,図書館
の力ード目録で調べてみると,経済学部の研究室と文化学科の研究室で「近江蒲生郡志」を所蔵しています。

〔質問例 10)
「東京毎週新誌」の発行所が「国立国会図苫館所蔵新聞目録」では東京毎週新聞社となっていますが「1司志社大学

図書館雑誌新聞目録」では東京毎週新誌社となっています。どちらが正しいのですか。
<回答>
「東京毎週新誌」は「基督教新聞」の改題で第854号より「東京毎週新誌」として発行されています。第854号の奥

付には発行所として東京毎週新聞社となっていますが,同じ854号の社告'新年のあいさつ'の中では東京毎週新誌
社となっており,第855号以後の発行所欄も東京毎週新誌社となっていますので,冴拾54号の奥付発行所欄は東京毎週
新聞社は東京毎週新誌社のミスプリントだと思われます。
〔質問例 11〕
「中古京師内外地図」が見たいのです力炉市哉していますか。
<回答>
図書館の新,旧書名目録をヨ"べまし九が見当りませんでし九。それで地図名の'京師"は京都の事なので京都に鬨

する資料の昌録である「京都府資料所在目全剥(025.16;K)で詔べるとわかりました。京都府立総合資料館と京都芸
術大学で所蔵しています。又地図名から考えて古い出版物と'思われますので全集や叢書に含まれている可能性もある
ので,全集や叢書の内容索引である「日本叢当索引」(027'4;H 参考室),「全集叢書細目総覧」(027.4;K 参

考室)で調べてみまし九。その粘果「中古京師内外地図」は「故実叢智リに収録されており,この叢書は図占館で所
蔵しています。請寸清己号は旧分類910.8;14で第40巻を請求して下さい。
(質問例 12〕
福田歓一の「民土主義と国家」という論文が「世界」の何号に掲載されたか知りたい。論文のタイトル名は少し迩
うかも知れない。
<回答>
論文のタイトノレが不確かでも著者名がわかっていれば捜す事が出来ます。この質問の場合も「雑誌記事索引人

文.社会論」で著者名から調べるとわかりました。「世界」の1978年1月号(通号386号)に掲載されており論文タ
イトルは"民主土義と国民国家'です。又「'世界」の総目次が参考室の二次文献コーナーにありますのでこれで調べ
てもわかります。雑誌の記事論文を捜す資料として「雑誌記事索引」の他に「Joi址雑誌記事索引経済/産業論」,
「経済学文献季鞍」,「最高裁判所図占館邦文法律雑誌記事索引」,「技術雑誌記事索引」などが遂次的に刊行され
ています。又主題別に数年冏の雑誌記事を収録し九記事索引として「宗教に関する10年間の雑誌文献目録」,ル測台
学に関する10年問の雑誌文献目銅寸,「民俗学関係雑誌文献総覧」などがあります。いずれも参考室の027 028の分
類の書架にありますので利用して下さい。
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徳冨健次郎日記

苫者徳冨芦花あとがき亥愛子

昭和Ⅱ年5月5日岩波書店限定出版(350,',3一木館所哉第107牙)サイズ船糎木文 97頁あとがき 2頁
見返しに「徳冨愛子」の墨哲によるサインがある。標題紙の次に図1枚(大正3年3月5日粕屋草堂庭前での夫妻
及び荏女鶴了の写真),木文は,Π記をそのままフークシミリ版にしたものである。
この月記の刊行訴恬に就いては,愛子ボ亡ノ、の詳細なあとがきが意を尽くしている。

(

それに拠ると「木年は夫の10回忌にもあたるし,いっそ此際に思ひ切って口頭2ケ児削jの口記をとり,故人の文f
をそのまま複製することにした。ーには10年記念の出版ともし,又後につづく日記の序文とも見て,心ある諸兄姉に
打iたんむtりである。・・・・」とあり,その後にも引続き,その内容と,その意義を説いている

この大iF3年の5月と 6月とは,健次郎・1恵冨芦花にとっては,ーノや賑機の期闇の始まりであ:,又近代日木文学
の辿るーつの流れを内蔵している。

徳冨芦花は,明治元年.,熊木の士族,1恵冨一敬の次男(只しし了の太了・である)で,兄は,猪一郊(蘇宅),五人
の姉がある。
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5口は,糺嬬21帰年の記念罰であ

,永らく中絶していた口記を,再
び記し始めるのであるが,1ケ刃を経たぬ内に,父の死を迎え,彼の粘神生汚はバラバラになるかとも思はれ,又,
兄猯一郎とは決定的な破綻を来たすのである。
芦花の粘神的生涯を大別すれぱ,凡そ次のものに区分される。

兄猪一郎との生涯を通しての確執,キリスト教への信仰の振棚,トノレストイへの敬太,社公土笈的忠想。
この内,猪一郎との確執が芦花にとって,最高に増幅されるのは,父の死を樮機とするこの身妃の時娚である。父
が病気と知らされたのは,5月19日,日記に拠ると,

「青山(註,兄猪一郎の居住地)の静姉手紙,尊翁勝胱結石で大分苫んださうだ。近頃少見があまり好くな小っ
たのである」

5月21日

「青山から車夫が使者に来た,逗子の尊翁が病気の都合で,一咋日来られたが,今日は病勢が良くないので来てく
れと云うのである。不往(ゆかず)と決して直ぐ使者をかへす・・・・」
タ方,猪一郎の書生が,今夜が危いから是非に来てくれと云って来九のを,
「両親に自分は最早死んでいる(中略)不孝不悌は覚期の上のこと(中略)細君も余が父の死を眼前に看過するを
余程苦にして居るのである。」
24日

「阿爺はまだ生きて居るのか,最早死んで居るのか・ー・・此処から仕組んだ事だから,東京からナシのつぷても来
ぬ・・・・・」
25日尾間明が入院の知らせと,見卿の勧告・,熊木の姉二人が来訪。
「まだ爺さん,死に切れぬさうですなと云'、て彼厶李の肝をぬく・・・ー・」
26日

「ものいみ中面会謝絶の張札を門にする。午後3時前電報が来た。今暁3時,尊翁永眠,とある。これで余が荷物
は下りた。尊翁は余の有になっ九。而して余は首尾よく不孝者になっ九。忌中面会謝絶の張札に更える。一向悲しく
ない,嬉しい気持が一杯だ,タ飯に赤の飯を焚いて,尊翁の彼世への引越し,第二の淀生を祝ふ」
5月27日
「兎に角,青山は100年たっても青山である。彼は其弟を愛し得ぬのだ,父の末期を慰むる為にすら,其弟に頭を
下げる事が出来ぬのだ,頑固と吾侭の冏に板挾みになって死んだ爺さんこそ好い顔(つら)の皮であるー・ー・」
父への愛と,兄への憎悪とが,むき出しに露出されていて,彼の自伝小説とは異っナこ,生の芦花があらわになって
いる。このことは日記の筆跡にもよく表れている。

最初に述べたように,日本の近代文学が,自然主義から次の段階へ移行しょうとする大正初期,白樺派の動き,介
田百三等の影響等,文学の核心である一思想,主蓑への模索への必死さが,この日本近代文学の主流から忘れられよ
うとする芦花にも,あらたに現われ,その一端の解明が,この日記に窺えるのは興味深い。
なお,この日記は,昭和2年の芦花死去迄続くのであるが,全文は,東京の芦花公園,恒春園の書庫中に外公開と

して保存されて居'り,現在,一見出来るのは,このフ,クシミリが唯一の資料である
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