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同志社大学図書館報 NO.

わだくしと図書館
わたくしが図書館をはじめて意識したのは小学生のと

同志杠総長
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則

たち、図害室としてその三階の一室があてられていた。

き、学校の小さな図害室であうた。当時の小学生は木造

明るい長方形の部屋であう九。幸いなことに最初の印象

がおもであうたが、新しく美しい鉄筋の四階建の校舎が

が私には図害館とはたのしく明朗な雰囲気をもつものと
して心にうっっ九。昭和の初期であったから、現在のよ
うに、軽快で美しく、そして子供の心をさそい込んでゆ
くような装丁の多種多様の児童用図書が揃えられていた

(

わけではない。いまの本にくらべると重々しい感じの表
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紙に単調にデザインされた図害が黒ずんだ木製の害棚に
数列ならんでいた。しかしそこには、各教科についての
本や児童文学や童話集もあり、結構ときを忘れて読み'、
けることもできた。図害室の書棚の前に坐うて本を開い
ていると、ここにくれば知らないことも知ることができ
るのだといった安心感のようなものにひたされ九もので
あった。同志社中学に入学してからのこと旧制中学の4
年生ごろであったろうか、はじめて公立図害館のなかに
入る機会を得た。西洋史の時間に夏休みの宿題としてポ
ーランド史についてレポートするようにということになっ
た。公立図書館を使用させそこで図書の閲・を経験させ
ることが、先生の宿題の意図のーつであったのかもしれ
ない。京都の岡崎にある古色蒼然たる図書館のなかに入っ
て、ポーランドに関する図書を力ードをくうて探し出し

た。そのころは検索という言葉も知らなかった。ポーラ

されたアメリカ軍政部のCIE図害館であった。いまの

ンドについての図害はそう多くなく

アメリカ文化センターである。そこはすべての本が開架
式であり、それははじめての経験であった。部屋は明る
く照明され、軽い椅子と机がならんでいた。戦時中とだ
えていた専門雑誌の新着のものを手にとぅて、最新の研
究を読むことのできること、また、戦時中は出版され、

三冊を借出し
たように思う。閲覧室の大きな机の上にひろげてメモを
、、^.、

しながら読みあげ九。はじめて入うた公立図害館であっ
ただけに、いまも机の上にあかるい陽ざしがさしこんで

い九情景が目にうかぶ。そして、ポーランドが国士を三
分割され九その国民的悲哀に同感しながら本を読みっづ
け九ことを記憶している。

いままで入手できないものも害架にあって、とてもうれ
しいことであっ九。私がはじめて友人と一冊のアメリカ

大学に入ってからは、新刊害やことに丸太町通りにあ

の書物を翻訳することになったのも、この図書館の害架

る古本屋をみてまわることが多くなっ九アルバイトで

にあうたものである。戦後5、 6年たったときには細々

い九だいたお金は本の購入の九めに用いた。自分の部屋

ながら丸善などを通して外国書を購入できるようになっ

にある害棚に本が'、えていくことはうれしいことであっ

た。 1年問の研究費を溜めておいて1冊の原害を入手し

た。私個人の図書室に購入した書籍はすべて一頁のこさ
ず読みおえようと決心し、感動する箇所には鉛筆で線を
ひくことにしていた。しかしいつの間にか完読しようと

た。このころから、和害も洋害の出版事情もよくなって

いう決意がすこしずつくずれて、購入したままいっかは

きた。

2年間の留学生活では、大体毎日図書館にかよっ九。
読まねばならない論文や害籍はすべてそこで見い出すこ

読めるという安易な気持をもって本棚にっんでおくこと

とができた。私の利用し九図書館は医学関連の専門図書

になった。いわゆるつん読、おい読がはじまっていた。

館であったが、24時間開館で開架式、学生アルバイト風

たまたま父親の本が狭い古い家に、乱雑なまま足の'、み

場もないほどにつまれていたが、残念なことに百科事典

の若者が入口のデスクで本を読んでいるだけである。と
きおり、ごく低い音の電話のべルが机の上でなっている。

がなかった。友人の家にいくと、何十冊かに分冊してな

必要に應じて中央図害館に出かけたが、さすがにそこは

らべられている百科事典があり、とてもうらやましく思っ

にぎわっていた。長く外国にいると日本のこともなっか

九。百科事典があればどんなことでもわかるのにといっ

しい。インデックスから日本語で害かれた本や日本にっ

九思いこみがあったからである。その後、大学で辞害で

いての図書をみると、各分野にわ九って多く収集されて

勉強するようなことでは駄目だと教えられ、原典にあたっ

いた。帰国の途上、欧米各地の大学の研究室に遜各をとっ

て読み考えることだと思うようになっ九が、何十年かの

ておいて、研究室や実験室、精神病棟などを訪問し、そ

ちに、わが家に百科事典を置くようになってから決して

の際にはつとめて大学の図書館や研究室の図書室をみせ

それが完全な百科ではなく、百科事典はそれなりの用い
方しかないことも自ずと知るようになった。青春時代に
めぐりあった図害は小説であれ詩であれ、あるいは宗教
や哲学書であれ、あるいは専門書であっても、それに感

てもらった。図害の集め方が国や大学によってことなり、

動したものはいくつもあった。その大部分は忘却のかな

訪れる機会を得たが、長い間、研究室は閉鎖され労役に

たに消えてはいるが、そのときどきの感激や印象は、私

服してい九研究者の人たちが大学に帰うて来たばかりの

の青春時代を形成してくれた飼料であったと思う。

時であった。専門害にもまた海外の研究者たちとの接触

ことに、専門書の収集が大学にようて特長がみられ、こ
れから見て、そこの大学の研究の方向や特徴を知ること
もできた。後年、中国の文化大革命の直後、北京大学を

戦後、図書の出版事情は悪化し、紙の生産もはかばか

もできなかった方がたであったが、現在の世界の研究事

しくなく、出版された図害もパンフレットの類でその紙
も赤黒いザラザラしたものであり、読みづらい活字で印

情を話しあうと、いち早く理解し、その問題点を的確に

刷はれていた。戦後早々に出入りした図害館は、いまの

把握された。北京大学の図書館を電算化したいという希
望もあった。日本から購入された専門図害はごく少量で

啓明館にあった同志社図害館であった。当時の図書館は

はあったが、新刊がならべられているのを見て、これか

いかめしく、重厚な権威そのもののような雰囲気が九ガ
よっていた。重く古い図害の一冊一冊がまことに貴重に

ら研究の交流がはじまることであろうと感じた。
この十数年間は年に10大学ば力由、国公私立を問わず

感じられた。私は文学部文化学科の助手であうたから、

訪問する機会を得ている。その都度、図害館を見ている

研究室の図書の分類は私の仕事であり、毎日のように害

が、大学の学部学科、その専門別に図害数や雑誌数に基

庫に入って整理を行った。書庫のなかはしんとしてっめ

準があり、同じ害店から購入されていることもあってか

たく、おなかの調子が悪くなるような感じであった。し

画一的なきらいもないではない。しかし国内外の諸大学

かしそこにはカントやへーゲルの全集や、ヴントの民族

とも情報化電算化のなかでそのあり様は昔にくらべてー

心理学やぺスタロッチ全集など大切な本がぎっしりとっ

変している。子供のころの図害室をなつかしみながら新

まっていた。また私がよく通ったのは四条通りに開設

しい図害館に目をみはっている。

オハイオ大学図書館

ば一機械化の現状一
昨年の6月から約5力月問、米国、英国における大学

ばず、町の中でもパスポートより有効である。また、こ

図書館の現状を研修する機会を得た。

学生証はID力ードで、学内での施設利用は言うに及
れに食事の回数が入力されており食堂で機械的にチェッ

研修の主な目的は、第に図害館業務の中で、どのよ

クされる。食事はバイキング方式なのでいくら食べても

うな業務が機械化されているのか、ま九、それがどのよ

いいのだが、めうたにメニューが変わることがないので、

うに利用されているのかを実際に見ること、第二に、図

デザートのアイスクリームやゼリーの色を毎日替える工

書館ネットワークをどのように利用し、それとどのよう

夫が必要になうてくる。

な係わり方をしているのかを見ることにあった。

(

教務課教務係長田村日出男
チリ請求される。

町には、学生向きの酒場や食堂は沢山あるが、文化的

そうした意味から、米国では、 OCLC、 WLN、 RL

な匂いのするものと言えば、工芸品を展示しているCU]、

N、英国では、 BLCMP、 SWALCAPの主要な加盟校

ture center、/1、さなMuseum、書店が 2 軒、レコート

などを訪問した。

店が2軒、そして小さな映画館が3軒である。

今度の研修では,このOCLCの創設来のメンバーで

小さな町だから探検するには2週間もかからない。そ

あり、最初の書誌データを入力し九 ohio university

の後の過ごし方が、少し難しい。大学のプール、テニス、

に的を絞り、そこの研修生として約3力月問過ごした
その時の体験をキ十ンパス生活を含み、利用者の立場

ゴルフ場などを利用して、専ら健全な生活を送るか、ま
九は、週末毎に車で2時間をかけて C010mbuSまで出

から紹介してみたい。

かけて行き、都会的雰囲気を味わうかである。

<森の中の大学>

の過ごし方になり、環境が人問を変える唯一の楽しみ

大抵の留学生は車を持っていないので、必然的に前者
大学は、 ohl0升1の州都 ColumbuS より南に70マイ

は映画鑑賞である

ル程行うた森と湖に囲まれた町、 AthenSにある。
641 工ーカーの広々したキャンパ'スは川に囲まれ、そ
の木々の間に 150の校舎があり、レンガ造りに統一され
ている。そのためか、同志社と余り違和感のない。ただ
違うのは、小鳥やりス、それに螢が沢山いることだ
この大学の歴史は古く、 ohl0 が升1になった翌年の18
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04年2月、大学設立の法案がとおり、1808年には 1つの
校舎、 1人の授業、 3人の学生で始まった。
現在は州が財政のバックァップをしており、このAth、
enS以外にも近隣の、 Belmont、 zanesviⅡe、 Lancas・
ter、 chiHlcothe、 1ronton にキャン,ぐスをもってい
る。

(

このAthenSには、学部学生が約12,000人、院生、 2,5
00人が米国各地および90ケ国から学びにきている。
学部は、 Art and sciences、 Business Adminls・
tratlon、communicatlon、Educatlon、 En宮ineenn号
and Techn010目y、 Fine Arts、 Health and Human
Services、 Honors Tutorlal、university c01]geの 9
つで、それらの専攻は120以上にも及んでいる

<図誓館の概要>
7階建ての図書館はキ十ンバスのほぽ中央にあり、丘

陵を利用して建てられている。規模は総面積が26,瑚'、
収容能力140万冊、座席数は2β00席である。
現在の蔵書冊数は約120万冊で 14,473点の逐次刊行物、
Ⅱ4万件のマイクロ資料,33万点の地図,スライド、カ
セットテープなど備えている。
入り口は北側と南側の2ケ所あり、北からは4階、南
からは2階となる。
4階にはメインカウンターがあり、その右側は参考図
書と逐次刊行物コーナーになっている。左側は力ード目

<学生の生活>
ほとんどの学生はキャンパス内にある寮に住んでいる。
寮は新入生、上級生、院生用などに分かれており、

録と端末機が12台並べてあり、蔵書約120万冊の検索が
可能である。
1階から5階の各階層は主題ごとに図害と閲・席が配

つの寮には男女とも住んでいるが、フロアーによって区

置されている 6、 7階は書庫になうており、誰でも自

分されている。大抵は二人部屋であるが、お金と連がよ

由に出入りができる。ここには壁面に沿ってキ十レルが

ければ一人部屋を確保できる。入寮時に寮監(上級生)

あり、コイン式複写機、検索用の端末機、その上予約さ

より渡される備品りストで自分の部屋をチェックして、

えすれば図書用のロッカーが利用できる。孤独が好きな

無い物や傷んだ物があれば申し出なければ、退寮の際キッ

向きには、最適な場所である。

ユニークなものとしては、 30席ぐらいのスナック・コ

それをノ

トに貼付すれぱ立派な二次文献ができる。

ーナーがあり、自動販売機が置いてあるので、勉学に疲
れると、コーヒーなど飲みながら友達と雑談できる。

*1LLの利用:館内に本がなければ、他館に期待しな

ま九、2階の閲覧室の一画に喫煙しながら勉強できる

ければならないが、この時威力を発揮するのがOCLCの

スモーキングエリアがあり、私と同様、意志の弱いスモ
ーカー達の人気を呼んでいる。

ILL (1nterlibrary Loan)である。
OCLC は1,300万冊の害誌情報を持ち6,000館の参加
館があり、そのうち現在、3,000 余りの図害館が、一日

<図書館サービス>

平均1万件以上の相互貸借を行うている。希望者はまず、
m
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*開館時間は、月一木:8 a.m. midni宮ht;金:8:00
In.'、'

日: noon midnightである。この日曜日の開館時間

専用の端末機に向かい、著者、書名、害名/著者名、団
体名のいずれかで検索する。
検索の方法は、前述のALICEのシ.ートカット方式

に多くの学生は週末のツケを払うている。

のようにすればよい。

*所蔵調査:120万冊の約80%は、 OCLCの持つ威力で

るコマンドを入力する。コマンドには、自分の地域内(d

すでに入力されている。従って、普通利用者は館内に20

hr)、州(dhs)、そして全ての地域(dha)に分けて探

以上配置されている端末機を利用して本を探すことにな

すことができる。

次に希望する本が見つかれぱ、何処にあるのかを調べ

る。

検索は、 ALICEと呼ばれているシステムが使われて
おり、著者、害名、件名それに請求記号からできる。

そして端末機のそばに備えられている用紙に必要事項
を記入して、カウンターに出しておけば、約1週間から
2週間ぐらいで、現物でも、コピーでも手に入る。

検索方法はいたって簡単で、例えば、Hem血宮Wayの
For whom thebeⅡ t0ⅡS がみたければ、 A/ Hemin宮Way

*情報検索: 1978年にオンラインデーター・サーチサ

Eとキーを叩けばいい。画面には、一行単位に番号、害

ービスを初めて以来、今日ではあらゆる分野にわ九り400

誌件数、著者、生没年、書名が現れる。次にForwhom

以上のデータベース(DAILOG、 BRS)にアクセスで

the beⅡ t0ⅡSのある行の一連番号をキーインすれぱ、

きる

請求記号、著者名、複本冊数、所在場所、貸し出しの有
無,などが分かる画面に変わる。

加えて、 MEDLARS、 wiLsonline、 LEX玲/NE

XIS、 ohiopl (ohio public lnforlnation)にダイレ
クトにアクセスできる体制を備えている。
これらのデータベースの検索は、それなりの知識が必

要で、専門のレファレンサーに相談しながら、検索をし
ている。

最近では、 CD ‑ ROM 利用が多く、 ERlc ln・
dex, Books ・in ・pnnt p]US、 ulrich'GU]de to pe・
riodicals、 M E D LIN E fi]e、 psych lNFO、
Dissertatlon AbstractSなどがあり、誰でもすぐに利
用できる
<おわりに>
この図害館には、30人の司害、57人の^職員がおり、

書名で検索する場合、冠詞を除く単語を、 T For
Whom beⅡ t0ⅡS とそのままキーインするか、長い害名

その外に2人の院生、300人のパートタイムの学生が働

の場合(A Dictlonary of slang and uncoventiona]
English)には、 T/DICTI OF S AN UN、

支えている。

とキーインするシ"ートカット方式もできる。

件名で検索する場合は、 S/Business cydeS のよ
うに、用語(LCSH)をキーインすれば、その主題の本
をりストアップした画面が現れる。請転己号での検索は、
貸し出しの有無、複本を調べる場合や、同じトピックの
所在をスピーディーに検索できる便利さがある。
検索した害誌情報はすぐにプリントアウト出来るので、

いている。これらの館員が多様で極め細かなサービスを
また、国際交流に大変熱心で、私以外にもタイから1
名研修にきていた。そして忙しいのにもかかわらず、私
達のためあらゆる機会を与えてくださう九

その姿勢は、"私達から学ぶものがあれば、学んでく
ださい"というものであっ九。
そうした姿勢がこの素晴らしい図書館をつくうている
ものと思う

<田辺校地>
ラーネッド記念図書館
2年目を振り返って
田辺校地も開校3年目を迎え、キ十ンパスの樹々も開
校当初の借りもののような姿からすうかり定着した姿に
変わりつつある。

ラーネッド記念図害館も、開館のための約4万2千冊
の図書の受入・配架、従来とは異なるコンピュータによ

(

る貸出・返却システム、資料検索システムの習熟、蔵書
資料充実のための資料調査などであわただしかった1年
目に比らべて、やや余裕がでてきた2年目という感じが
した。花開く春とともに4月には新入生を迎え3年目に
入ったが、 2年目(1987年度)のラーネッド記念図書館
の利用状況を中心に振り返ってみ九い。
◇利用の状況
(1)入館者

田辺キ十ンパスの中心的な位置にある快適な図書館と
いう物理的条件とレポート提出、研究発表の増加による
図書資料の調査、学習の必要という条件が重なり利用者

は大幅に増加した。入館者数は1988年2月末現在876,085
名で、すでにこの時点で昨年度の入館者数 764,330名を

(

上回っている。入館者数が最も多かうた日は7月13日の
12,139名(昨年度は 7月7日の10,118名)で、入館者数
が1万人を越えた日は7月6日、 7月7日、 7月13日、
7月16日、 1月20日、 1月25日の 6日間あった。
月別の入館者数をみると 7月、 6月、 1月の順に多く
なっているが、これは前期末にレポート提出が多いため
図書館の資料をよく利用するためであろう。開講期の1
日平均入館者数は約4,300名で昨年度より約300名増加し
ている。利用時問帯については昨年度と変らずランチタ
イムが最も多く、次いで授業時間の合問、 4講時終了時
となっている。開講期の17時以降(士曜日は13時以降)
および休講期の利用は極度に少くなっている。
入館者の増加にともない館内での話し声による騒音も
増加、特にコピーコーナーでの話し声が目立ち、普段は
それほどでもないが、ランチタイムや試験期は特に目立
ち、常時掲示や口頭、放送で注意しなければならず、学
生諸君の自覚、自粛が望まれる。
共同閲、室の利用は、グループによる共同閲・室の利
用を呼びかける掲示をしたこともあり、グループ学習、
ゼミやサークルの研究会など共同閲覧室の利用は昨年度
の6件から今年度は96件と大幅に増加した。
②図書利用

図害の館外貸出に必要な「図害利用力ード」の発行は
'87年度生も'86年度佳と同様約90%という高率の発行率
となった。「図書利用力ード」の紛失も多く、昨年度よ
り約80件多い260件について再発行した。

図害の館外貸出冊数は'88年2月末現在 54,402冊で、

昨年度より約 7,300冊増加した。 1日の貸出冊数が最高
を数えたのは 1月25日の686冊(昨年度は 1月13日の514
冊)。館内閲、については実数がっかめないが入館者数
の増加や図書、雑誌の配列の乱れなどからみても増加し
ていると思われる。 1、 2回生の今出川校地図害館の図
書利用も増加しており、'88年度よりラーネッド記念図書
館と同様の貸出・返却システムとなり便利になるので利
用は更に増加すると思われる。
◇所蔵図資料

開館時約4万2千冊でスタートしたが、'87年4月には
約5万冊となっ九。'釘年度には従来からの新刊図書の収
集と共に基本図書の充実を計るため人文.社会.自然の
各分野で複本を増やしたのを初め、人文分野では教員推
薦による語学関係図書、英語リーディングブック約 300
冊、アメリカの文化・歴史関係資料、国文学専門害なと
を受入、社会・自然分野では基本図書の複本化と共に出
版目録などの調査により未受入資料から必要と思われる
資半斗をピックァップU順次受入れた。また文学部父兄会
文庫約440冊、経済学部父兄会文庫約540冊が増加、'釘年
度より新九に法学部学生文庫約 150冊を受入れた。学生
諸君よりの図害購入希望による購入は63件あった。これ
らの結果、19認年3月末には蔵害冊数約6万冊となった。
今後も図書予算の増額に伴う蔵書量の増加と共に蔵書内
容の充実、複本図書の増加、新しい講座に対応する資料
の収集など利用者の要望に応えられる蔵書内容を目指し
て行きたい。
◇展示コーナー

2階閲、室にある展示コーナーでは新刊害の展示と併
せて「新島襄関係資料」、「同志社関係資料」、「同志
社運動部創部期四月t台・大正)のユニホーム」のテーマ
で写真を中心に関係資料の展示、紹介を行なっ九。また
今出川校地の彰栄館他重要文化財に指定されている建物
や新島襄旧邸などを随時紹介した。
◇今出川校地図書館所蔵図書も利用を!
試験期やレポート提出時など同一分野の資料に利用者
が集中する時期は、ラーネッド記念図書館所蔵の図害だ
けでは不足となり、特に専門書については主に今出川校
地図害館で収集しているので今出川校地図害館の図書資
料も利用してほしい。今出川校地図書館には約39万冊の
図書を所蔵している。これらの図書はラーネッド記念図
害館に取り寄せて利用する事もできる。希望する図書資
料の所蔵の有無、利用方法などは遠慮なくカウンターの
係員に相談してほしい。
ラーネッド記念図書館の2年目を振り返うてみて、入
館者数の大幅な増加、閲覧室や共同閲・室の利用増加、
図書貸出冊数の増加など喜ばしい面もあったが、その反
面話し声による騒音が増加し、試験期の数日ではあった
が注意が追いつかないぐらいでこの点が残念だった。
今後も利用しゃすく、快適な図書館、図書資料の一層
の充実を目標にがんばりたいと思うている。

〔質問例 1〕
昨年の10月か11月に自主流通米についての提言が発表
されたそうだが、その概要と発表機関名を知り九い。
〔回答〕
経済政策情報という加除式ファイルがあります

その Supplement'87總目次の11月号以後をさがして
みると12月号に「自主流通米の拡大を提言一食糧庁研究
会 3 5年後6割に」という見出しがあり、食糧庁
「米流通研究会報告書〔19釘.11〕とあり,ごく簡単に
3行紹介があります本文を見ると概要と解説が2頁あ
ります。報告害の全文が必要なときは「月刊 ニ.コ.^
ポリシー」で調べます。'87年の12月号にでてきます。
.

〔質問例 2〕
超電導について昨年の夏と秋にそれぞれ答申(どちら
かーつは中問答申らしい)がでたそうだがその概要と全
文がみたい。
〔回答〕
超電は科学技術上の問題ですが、産業界にとっても
重大な意味をもつ問題なので概要は「経済政策情報で
ところに「超電導研究、国の役割に期待一工技院懇談会
中間報告一」という見出しがあります。正式には工業技術
院「超電'産業技術開発懇談会中間報告」〔1987.8〕
です。やはり概要と解説が2頁あります。しかし、秋に
発表されたものは見当りませんでした。「月刊 ^ユ
・ポリシー」でさがしてみると、上記中間報告が10月号
に,そして12月号に科学技術会議「超電 q云)導研究開
発の基本的推進方策について」〔昭62.Ⅱ〕がそれぞれ全
文でています。
〔質問例 3〕
昨日('87.12.9)の朝日の朝刊に總理府がおこなっ九
障害者の世論調査が発表されたという記事があったが、
その全文はいつ見られるか
〔回答〕
多分1 2 ケ月たつと月刊ニュー・ホリシーに
掲載されるでしょう。しかし、どうしても急ぐときはコ
ピー依頼が可能です。その際は有料です。ほぽ1週問で
入手できます。
資料解説
中央省庁、各種審議会の答申、政策、調査報告等を調
べる資料をまとめて紹介します。

(今出川参考図書室)
全省庁(日本銀行を含む)から公表される経済・産業
政策に関する情報を網羅的に収集し、基本的に重要な情
報はマスターファイルに、1985年以後の情報のうち重要
なものは毎月サプリメントに収録。總目次、出所索引、
事項索引、(年月日1順)資料一覧があるのでさがしゃす
くなっています。ただし、この索引には、収集され九す
べての資料が網羅されているが、そのすべてが本文に掲
載されているわけではないこと、また掲載されていても
概要や解説であって原資料ではないことに注意する必要
があります。
掲載されていない資料や原資料全文が必要なときは、
次に紹介する「月刊ニュー・ポリシー」や「基本行政
答申総覧」でさがしてください。それらにもないときは
複写依頼することができます a985年以後の情報)。資
料名と資料ナンバーを調べ九うえカウンターに申しでて
ください。発表直後のものは資料ナンパーはわかりませ
んから、なにによって知ったか典拠を明らかにしてくだ
さい。
月刊

.

さがしてみます。 supplement '87の總目次の 9月号の

経済政策情報

(今出川参考図書室)
各省庁に設置されている審議会の答申や委員会、調査
会の報告等を体系的に収録する資料誌で、資料は全文掲
載を原則としています。概要や解説はありません。これ
も収集された資料をすべてのせるわけではなく選択され
ています。毎号巻末に全資料りストが発表されるので、
必要な資料はやはり複写依頼することができます(1981
年以後の情報)。資料ナンバー(巻号か年月号も必要)
を調べてカウンターに申しでてください。
索引は年度毎にでていますが出所索引のみで、どの省
庁のものかわからないときは探すのが大変です。でてき
ても資料名と巻号数のみなので、その巻号の巻末資料リ
ストをもう一度調べないと資料ナンバーがわかりません。
従うて経済・産業等に関係があると思われるときは前記
の経済政策情報が探しやすいでしょう。
ニユ^

ホリシー

基本行政答申総
(今出川参考図書室)
十四冊からなる大部の加除式ファイルで、地方自治体
にとって必要と思われる各省庁の審議会、調査会、委員
会等の答申を集めたものです。今後発表される重要な答
申は追加されていくことになっています。
掲載されるすべての答申に解説がつけられており、そ
の解説はおおむね①あらまし②施策への反映③地
方行政と答申の三項目になっています。解説のあとに
答申全文が掲載されています。

第1編が「データ・ベースとなっていて審議会の
あらまし」の項に全審議会の概要と委員名が、答申の
あらまし」の項に本編の解説とあらましをさらに簡単に
したものがのっていますそしてそのあとに詳細な索引
即ち、省庁別、審議会別、答申50音順、答申年月日順、
関係法令別、人名別、事項別と七種類もあります。従う
て非常に探しゃすいのですが、残念ながら収録されてい
るものだけの索引なのでここにない場合は前記二つのも
ので探さなくてはなりません
〔質問例 4〕
アメリカの作曲家ジ"ン・ケージについて調べたい。
〔回答〕

欧米人について日本の辞書で調べ九い場合は、「西洋

(

人物レファレンス事典をまず見ます。その「現代編」

でケージを探すと Ca宮e, John 1912.9.15ーアメリ
力の作曲家とあり、さらに4行程ごく簡単な紹介をし、
Ⅱの辞害名があげられています。辞害名のところに*印
が1 3個ついてい九りします。このマークは記述量を
あらわし、なしが100字以内、 1個が300字まで、 2個が
500字まで、 3個が 1000字まで、それ以上が4個です。
どの程度くわしく調べたいかによってどの辞害を見たら
よいか或る程度判断できるわけです。
〔質問例 5〕
「誰だハックにいちゃもんをつけるのは」の著者ナッ
ト.ヘントフについて調べたい。
〔回答〕
前の質問の場合と同じょうにまず西洋人物レファレン
ス事典の現代編を見てみます。綴はHentoff, Natで19
25.6.10 「世界ジ十ズ人名辞典とありマークが 2 個
ついています。しかし、この辞害は同志社にはありませ

(

料解説
欧米人を調べる資料は他にもありますが紙数の関係で
前記の現代著述家を調べるものだけ紹介します
Conternporary authhors ; a bio・bibliograph ical

g山de to current authors and their works.
(今出川参考図書室)
現代における著述家の伝記的・害誌的案内という副題
がついており、作家だけでなくあらゆる分野の世界の著
述家がとりあげられています(アメリカ人中心)本人
からの返答に基づき、出生、経歴、著作とその書誌事
項、現在執筆中の作品、作家の横顔や趣味なども紹介さ
れています。年刊で出版され、随時累積索引が巻末につ
けられます。
本編は現在までに120巻、その改訂版である New re、

Vislon serieS は19巻、 Autobiography serieS は6
巻、 Bibli0号raphical serleS は 2 巻発行されていま
す。その他に物故者のPernlanent serieS が 2 巻まで
発行されましたが、絶版で図書館にはありません。本編
も 120巻のうち49巻から96巻までか"聞年3月現在欠け
ていますが、まもなく入ってくるはずです。英文科には
現在でもすべてそろうていますから、どぅしても必要な
ときはカウンターに申しでてください。
前記〔質問例 4〕のジ"ン・ケージの場合もこれで
調べてみると New reⅥSion serieS には 5 頁にもわ
たる詳細な紹介がでてきます。
本編に随時つけられる累積索引はぽうだいなもので、
最新の第120巻では321頁にもなうています。この索引は、
前述の各編をすべて含むだけでなく、同じ出版社から発
行される次のものも含んでいるところに大きな特徴があ
り、非常に便利なものです。
Authors ln the news, volutnes l ‑2.(同志社なし)

ん。もしあってもマーク 2個ですから300字以上500字以
内の記述でそんなにくわしくないはずです。質問者は、

Contemporary literary crlt]clsm, VO]umes l‑40
(今出川参考図書室)

彼の小説が,或るアメリカの高校の副読本(ハックルベ
リー・フィンの冒険)が黒人差別の本にあたるかどぅか
をめぐって争われた事件を小説にしたものであり、それ
を読んで著者のことをできるだけ知りたくなう九という

Chi]dren'S ]iterature review, volumes l ‑11.

ことでし九。

(同志社なし)
Dlctlonary of literary bl0号raphy, volumes l‑54
^Documentary senes, volumes l ‑4.
^Year book,1980 1985.

アメリカで出版されているContemporary Authors

(今出川参考図書室)

という百数十巻もの本がありますそれの最新の索引を
引いてみるとEar]ier sketchが第 2 巻、その後の活動
を含めたものがNew revision serieS の第 5 巻、それ
に他の本が3タイトルでてきます。初期の紹介は艮數行、
New reⅥSion serieS のほうは100行程でています。

Something aboutthe author, VO]umeS 1 46.
^Autobl0号raphy serles, volumes l ‑3.
a ‑32巻女子大研究室)

著述家、プロデューサー、アナウンサー、編集者、評論
家、コラムニスト、ニューヨーク大学準教授といった多
彩な経歴が年代順に勤務先とともに紹介されています。

SldelightS として彼の横顔も簡潔に記述され、そして
全著作が紹介されています

Twentieth・century literary cntlclsm, volumes
1 22.
(今出川参考図害室)

文献探索

次文献の利用

御)

図書館学に関する二次文献(中・3)
<図書運用(前号からの続き)>

のうち、児童図書館関係者に役立ちそうなもの 102点

フフ."入院患者のための図書館サービスに関する書誌"
馬川文子『患者と図書館』菊地佑、菅原勲編著明窓
社 1983 P.367‑376 (卿16.54;K)所収
1950年1月 1982年7月の間に発行又は刊行された
図書・定期刊行物、報告害、新聞(都内版)等をⅦ項
目に分け、図害・報告害,逐次刊行物,新聞の順に97
点を掲げている。この害誌は東洋大学学生の馬川文子
さんが「図害館活動と害誌」の勉強の中でまとめられ
,

を収録している。

83."参考文献目録"『図害館の仕事』20巻(児童図害
館)小河内芳子編日本図書館協会 1967 P.179‑191
(田010.8 ; T2 (V.2の)所収
戦後から昭和41年9月迄に邦文で発表された単行本
で、児童図害館関係者に役立つと思われるものを収録
している。内容を5項目に分け、著者名の50音順に134
点を配列している

たものである。

78."文献目録く図書館運動・移動図書館.児童サービ
ス・青少年サービス>"浅野ほか『図書館界』 V01.24
NQ6 1973年3月 P .258‑267(御P010.1 ・ T)所収
図書館運動1964 1972年84点、移動図書館1950 19
72年56点、児童サービス1960 1972年178点、青少年
サービス1960 1972年25点を、それぞれの年代1順に列
,

挙している。

79."図書館づくり住民運動関係文献りスト"塩見昇編
『図害館雑誌』VO].67 NO.6 1973年6月 P.227‑228
(田P010.1 ・ T2 )所収
住民連動の意義・動向・運動論・資料集などを第1
部に、個々の事例の報告・実践記録などを第Ⅱ部に分
け、年代順に配列している。第1部は1967 1973年15
点、第Ⅱ部1965 1973年38点を掲げている。
80."<資料>家庭文庫、地域文庫、図害館運動関係文
献案内"『思想の科学(第6次)』 NQ120 1980年7月
P .101‑104 (田P051 ・ S21)所収
家庭文庫、地域文庫、図害館運動をしている人や、
しょうとしている人に役立つ目録として作成されてい
る。 6項目に分けて1957 1980年までに出された図害、
雑誌約50点を紹介している。
,

<一般図書館>
81."町村図書館、小図書館、公民館、図書室に関する
主要文献目録"『町村図書館調査報告害1982』日本図

書館協会編・刊 1983 P .181‑193 (a)016.21 ; C)
所収

明治41年から昭和57年までに刊行された図書、雑誌
の関係文献約165点を年代順にとりあげている。
82."参考文献目録"『児童図害館ハンドブック』日本
図書館協会編・刊 1963 P.167‑174 (田016.285・ J)
,

所収

戦後から昭和37年にかけて邦文で発表された単行本

<学校図書館>
84."学校図書館関係文献"『学校図害館運営の手びき』

文部省編明治図書出版 1959 P.484‑494(@027;
M3 3)所収

1948 1958年までに出版された学校図書館に関する
和文図害 233点を14項目に分けて著者の50音順にりス
トアップしている。 1959年からは、後出86.を見れば
よい。

85."戦前の学校図書館関係文献"平塚禅定『学校図害

館』 NO.137 1962年3月 P.63‑65 (のP017 ; G3 )
,

所収

図書館雑誌」と「囲研究」の二誌にあらわれた38
点の関係文献を紹介し、その主なものに簡単な解説を
加えている。

86."書考文献<和書の部>"北島武彦『学校図害館通
論』図害館教育研究会編学芸図書 1964 P.227‑229
(勧17 ; T2)所収
1959年以降1964年までに出版され九主要な学校図書
館関係の文献を収録している。年代としては前出の釧
の後に続くものである。和書は46点列挙している。
87."学校図書館・読書指関係文献"『学校図害館実
務・資料図解大事典』全国教育図書編・刊 1967
P .313‑314 (圃 017 ; G 2 )所収
1950 1963年に刊行された、学校図害館・読書指導
関係の邦文図害84点を12分類に分けて掲げている。
認."<文献展望>学校図書館"平賀増美、長倉美恵子、
柿沼隆志、赤星降子『図害館学会年報』 V01.18 NO.3
V01.30 NO.2 1973 1984 (⑱P010.1 ・ T 3 )所
,

,

,

収

18巻3 号 a971)は平賀氏、 20巻3号 a972 73)
は長倉氏、 21巻2号から a974 81)は柿沼氏、 30巻
2号 a982 83)は赤星氏力井旦当している。それぞれ
前年に発行され九雑誌、図害に収載された学校図害館

に関する論文、レポートを説明しながら紹介している
89."大学図書館職員をめぐる運動"酒井忠志『図害館
界』 V01.13 NO.6 1962年3月 P.168、175

国内の文献と国外の文献に分け、解説しながら掲げ
ている。後に注として掲げた文献10点をりストフップ
している

(⑦P010.1 ; T)所収
,

戦後の大学図書館の専門職確立と待遇問題を軸とす

<読書>

る運動の主な流れを概観している。その運動の中で活

96."読書及読書法に関する書目"冠木恒夫『日本古害

躍された方々の1950 1961年までの関係論文40点の紹

通信』 V01.21 NO.11 1956年11月 P.13‑14、 17 ((邪

介をしている。

P023 ・ N)所収

90."戦後における大学図書館研究史nX2)"岩猿敏生『図
書館界』 V01.14 NO.1、 3 1962年4、 8月 P.1

フ、 P .83‑89 (田P010.1 ; T)所収

昭和30年までに刊行された読書・読書法に関する図
書195点を列挙している
97."読書会(サークル論も含めて)く文献の手引第4

,

戦後17年間にわたり大学図書館について害かれた論
文を中心に、この関係の研究を解説している。歴史、

回>"芳井先一『図害館雑誌』 V01.53 NO.4 1959年

4月 P .136‑137 (@P010.1 ; T 2 )所収

図書館管理、図害館選択、図書館奉仕、図書館建築へ

C

と進んでいる。約Ⅱ0点を挙げている

戦前から1957年までの、関係の図害、論文約40点に
説明を加えながら害かれている

91."本館所蔵大学図書館に関する雑誌文献目録(邦文)
(文献漫歩〔6〕)"吉岡章編『Doshisha univ.

98."読書論の系譜"田中菊雄『学校図書館』 NO.131

1961年9月 P .12‑16 (田P017 ; G 3 )所収
明治時代に出版され九「読書論」関係の図書18点を

Library REFERENCE』 V01.2 NO.2

1968年5月 P .8‑23 (のP051; D22)所収
同志社大学図害館員が作成し九手書きのガリ版刷り

年次順に紹介し、解説している。
99."「読書論」参考文献抄(その 1、その2)"鈴木

の目録である。昭和24年以降43年3月までの文献、約

英二『学校図書館』 NO.131 132 1961年9月 10月

250点を収録している。2頁以上の文献を収め、それ以

P .17‑23、 P .50‑54 (田P017 ; G 3 )所収
,

下のものは省略している。

第1部は読害の意義や効用約50点、第2部は読書の

92."大学改革と大学図書館の未来像の文献目録"私
立大学図書館協会会報』 NO.56 1971年3月 P .115 119

(田P010.1 ; S)所収

技術約50点、第3部は読害遍歴についての図害約 200
点を集めている各々著者の50音順に列挙している
戦前'から昭和36年にかけて出版されたものである。

邦文文献釘点と欧文文献即点を文献名のアルファベッ
ト1順に列挙している。 1960年頃から1970年までのもの

100."読書参考文献抄"『現代読書法』田中菊雄三笠

害房 1963 P.184‑230 (⑱029.1 ; T)所収
,

をあげている

後出101.は戦後の図害の文献だけだが、これは戦前

93."<文献展望>大学図書館"埜上衛、金子豊、松井
博『図害館学会年報』 V01.20 NO.1

VO].30 NO.1

1974年7月 1984年3月(⑱P010.1 ; T 3 )所収

(

20巻 1号、 3号(1972、 1973年)は埜上氏で、 21巻
2号からa974 1981年)金子氏となり、 30巻 1号 a9
82年)は松井氏力井旦当している。その年に出版され九
大学図害館に関する文献を掲げながら、その年の動き
を解説している。

の図書の文献も含めて 185点の解説を加えながら列挙
している。第5部に"読書の手掛りとなる文献"とし
て、新聞雑誌目録類を15点紹介している。
101."<書誌コーナー>読書に関する文献目録^読書
邑ム、

・読書案内^"国立国会図害館月報』N053

1965年8月 P .29 28 (のP016 ; K 3)所収
戦後 a950 1965年)に刊行された図害の関係文献
52点を掲載している。

94."大学図書館関係国内和文資料前・後編"(総合
図害館所蔵図害館学資料目録)『図書館の窓』 V01.14

N0 2 、 3 1975年2 、 3月 P.19‑22、 P.31‑34 (の
P017 ・ T5 )所収

102."読書指参考文献^解題^<読書指講座8>"
阪本一郎『学校図害館』 NO.11 1951年9月 P.28‑30

(⑳P017 ; G 3 )所収
,

1949 1951年までに著わされた28点の関係図害を解

,

1974年末までに出された大学図書館、関係会議、関

説しながら紹介している。

係団体で作成した大学図書館に関連ある資料を集めて

103."読書指・文学教育・徳教育参考文献目録"『読

いる。「国公立大学図書館と私立大学図書館に

害による人格形成』日本読害学会編、牧害店 1958

区分している。約155点を列挙している。

P .329‑334 (⑩029 ; N 3 )所収

95."大学図書館に関する文献"『日本図書館学講座』

巻末の付録として、1950 1957年までに出版された

第6巻(大学図書館)岩猿敏生雄山閣出版 1976

図害を読書指導、文学教育、導徳教育に分け、薯者の

P .181、186(4契)010.8 ; N、田辺010.8 ・ニ)所収

50音順にⅡ2点を配列している

,

r特別研究図書費Jによる購入図書りスト④
‑1987年度一
研究資料費は、学部教員用としての学部図害費、研究
所の図書費、学部教育研究助成費、個人研究費、と「特
別研究図害費」から成立っています。
この「特別研究図害費」の持つ意味は、単に研究資料
費が一学部相当分プラスされて計上されているというだ
けでなく、もっと別の大きい意味があります。
従来研究資料費は部科別配分(学部図書費・研究所資
料費)や個人別配分(個人研究費)であり、したがって
資料収集は部科毎縦割りであるので、様々な問題をはら
んでおりまし九。いわく、高額大型資料の収集は困難で
ある。(「文部省私立大学研究設備整備費等補助金に係
る研究設備」の「特定図書の補助金申請という制度は
あるというものの、交付されるとはかぎらない。)また、
各学部学科・各研究所に利用がまたがるような資料も集
められにくい。さらに、専門過程が設置されていない分
野の資料も、少し高額になれば不可能に近い、等々であ
ります。そしてかなり高額な資料でも、重複が生じゃす
く費用効率の点からも問題があっ九といえます。
そこで、上記のいろんな問題点を少しでも解消できる
よう、「特別研究図害費」が設定され、共同利用の観点
から、図害館が収集の窓口となって運用し、資料の所蔵

保管の任に当九うてきまし九。そして図害館は学習図書
館としては勿論研究図書館としての機能をよりよく発揮
できるようになりました。
1987年度内に同図書費で購入し九図害資料は下記の通
りです。他の資料と同様、所属身分等に関わりなく、広
く利用が期待されるところであります。
九だ、りストでお判りいただけるように、図害資料の
うちには、本来なら禁帯出」となるものも含まれてお
ります(マイクロフォームのもの等)。しかし図害館で
所蔵保管することにより、利用上著しく不便になること
のないよう、特別研究図書費」による購入図害資料に
限り、特別の配慮をいたします。
ま九、このりストは、関西四私大(関西・関学・立命
館・同志社)が同様なりストを交換しあい、累積してー
冊のパンフレットにまとめております。したがって関西
四私大の相互利用にも拍車がかかるのではないかと思わ
れます。同パンフレットは、1988年度の図書購入希望を
募るときに、重複購入を可能な限りさけるためにも、配
布し、ご利用いただけるようにする予定です。
(注)※印を付した資料は文部省の「特定図害の助成
の対象になったものです

Amerlcan statistics lndex:Early 1960's through
1986 (CIS).28 VOIS.
[02&A釘
Britlsh Literary Manuscripts from British Li・

Internal Revenue Acts of the united states

brary : the Medieval Age,C.1150・C.1500 (42
reels);from cambridge universiy Library
the Medi剖al Age,C.1150‑1500 (49 reels)
FM13;FM14

CIs us con号ress comm]ttee Hearing lndex,
Pt.8:89th・91St congress a9備・69)
027.2 ;C・ 2
Civi] Disturbance,chartism & RiotS 血 19th
FM15
Century England.

Dissertations on Accountin宮,1983‑84.(会計学関係
最新学位論文集)
Doctoral Dissertations of Emotion, Fee11ng &

Motivation,160 tit]es (xerox ed.,cloth bd.)
Environment and public works (U.S.con目ressi・

Revenue Acts of 1953‑1972 With Le牙isla・
tive Histories,Laws & congressional
[323.995;巧]
Documents,V01.1‑48

*Le Monde,1944/45‑86.(microfilm)[PFM1釘
Nationa] 1nventry of Documentary sources ln
the un北ed states,pt.4:Academic L]bra・
ries & other Repositories,unitl‑フ,2,855
fiches & 1ndex.
[FF田
The occupation of Japan, unit l:U. S. plan・
nin目 Documents,1942‑45. 490fiches
Papers of American Board of commissloners for
Forei号n Missions,un北 6:Missions on the
American continents & to lslands of the

[FM釘
The persian Gulf Administration Reports,1873・
Pacific. 138reels.
1947

317.926;AS]

Onal publications,comm北tee,senate,197フ・

六合雑誌 1880‑1921年

85) 1,996 fiches.

[PFF 4 ]
新潮創刊・490号(マイクロ版)
(レオナルド・ダ・ヴィンチ)素描集 1:風景・植物

Internal Revenue Acts of the united stateS 1909

‑1950:Le宮islative Histones,Laws,& Ad・
ministrative Documents,V01.1‑144 &]ndex
323.995;13
Internal Revenue Acts of the un北eed states

1950‑1951 Le目islative Histories, Laws &
Administrative Documents,V01.1‑48

[323.995;14 ]

P051;R 5

及び水の習作(ウインザー城王室図害館蔵)全1巻
別冊1
[R723.37;L・4田
The Times (London),1838‑68 a76 reels)&
Indexes.
[PFM11]
東北アジアの考古学
ときのこえ 1895‑1948
[P198;T]

◆蔵構成と利用の手引き

ワ出川図館からのお知らせ

所蔵場所
◆開館時間

[目1禾弓^これまで、月末は休館していまし九
が本年度よりなくします。

そのため、これまで休館日に行なうていました、建物
のメンテナンス(防火点検・改修)や所蔵調査などは夏
期(8月)や春期(2 ・ 3月)の休暇中に行なうことに
なりますので、この時期に休館や休室などを行います。
ご協力下さい。

◆貸出返却業務の機械化

(

4月から今出川図害館における図書の貸出返却業務の
機械処理を開始しました。
ホストコンピューターを使用しますが、利用者から見

た場合は、田辺とほぽ同じ方式ですので、学部学生の方
はよくお分かりだと思いますが、以下に簡単にご案内し

万5千冊です。

この7万5千冊を開架閲覧室」「参考図書室雑
誌室」に配架しています

開架閲、室は一般的な教養害や日常の学習に対応で
きるような図書で構成しています。
開架図書かどぅかを調べるために「開架閲・室配架図
害りスト」を冊子体で出力してメインカウンターに遣い
ています。

参考図書室には辞事典、年鑑、白書などを配架して
います。

入口付近に「参考図書室目録(害名順、分類順)」を
置いています。

「薙藷璽]には学内刊行学術雑誌や一般的な雑誌の最新

ます。

貸出し返却手続きの簡素化
本システム稼動により、「図書利用力ード」と「図書
に貼付している「パーコードラベル」とを機械に読み取
らせるだけで「貸出」ができ、「図害」の「パーコード
ラベルを読み取るだけで「返却」手続きが完了します
返却ポスト

返却時には「図害利用力ード」は不要ですので、閉館
時にも図害を返却できるよう、返却ポストを設置してい
ます。
今出川図書館

東側通用口横
ラーネッド記念図書館 2階デッキ側入口横

(

田辺校地ラーネッド記念図書館は、いわゆる全面開架
方式といって所蔵している全ての資料に利用者が直接ア
プローチできるのですが、今出川図書館では約38万冊の
蔵書のうち、直接接架して自由に図書を選べるのは約7

ポストへ返された図害は翌朝に処理を行ないます。
開館中はカウンターでご返却下さい。
また、両校地図害館での相互返却も可能です。
図書利用力ードの交付

新方式で初めて借出す前に、登録をして「図害利用力
ド」の交付を受けて下さい。カードはラーネッド記念
図害館と共通ですので、すでに持うている方はそれを使う
て下さい。なくした場合は、手続きをした日から3日目
以降に再発行します。
閉架図書

これにより、手続きの簡素化・迅速化が計られますが、
閉架図害」にはバーコードラベルカ唄占られているもの
と貼られていないものとがあります。貼られていないも
のを貸出しするときは図書番号を手入力することになり
少し時間が掛かります。

号を『新刊展示棚』に、利用度の高い雑誌のバックナン
バーを『害架』に配架しています。
「雑誌室」にだしているバックナンバーの範囲は「雑
誌室配架製本雑誌一・表(誌名順、分類順)」で調べる
ことができます。

[壷匝]の蔵書は史資料類のように、初めから害庫に収
蔵する性格の資料と上記の各室から移す図書からなりま
す。年間の増加冊数は約1万冊です。
目録(カード体、冊子体)で調べて、「図害請求票
あるいは「逐次刊行物請求票」に所定事項を記入して、
メインカウンターに請求すると、係員が害庫(閉架)か
ら出してきます。図害と引換に「学生証」をあずかり、
返却あるいは館外貸出手続きをした時点で、「学生証」
を返します。
入庫

このように大部分の資料を書庫に収蔵していますので、
4回生以上の方に害庫を開放しています。
カウンターで入庫薄に記帳をして、学生証を預け、か
わりに番号札を渡しますので、それを付けて入庫してく
ださい
配

害庫の図害は配列規則通りに並んでいますので、絶対
に乱さないで下さい。
配列が乱れますと目的の図書が貸出中か所在不明とみ
なされます。

『利用案内』などを読んで、十分に図書館を活用して
下さい。

ー.■
1:

本年度より、逐次刊行物(雑誌・年鑑類・統計書・
判例集等、逐次的に発行されるもの)が、メイン・カウ

P320 1

H 13

学総目番号 00326901
HO021
入力日 87四24
誓誌番号

■●

Y

1

巻号データ表示(Y/N)=>

ド

ワ

審誌番号=3
‑2

終

了= 4

番号を入力し実行(送信)キーを押して下さい

実行(送信)キーを押して下さい

本システムは、テストを重ねながらようやくその 1

歩を踏み出したところですが、今後はデータの整備や
未入力分の処理・学内諸機関との調整を図りながら完

"びぶりおてか"
発

行

編集責任者

ノ^

同志社大学図害館報 NO.43 1988年4月1日発行
同志社大学図害館京都市上京区今出川通烏丸東入
西田逸郎(図書館庶務課長)

電話 251 3971
印刷眞興社

.^.^昆^■^.^.^.^.^.^.^.^■^●^●^■^■^●^●^昆^■^.^^

■.ー:﹂

.^.^.^.^■^■^.^.^.^.^.^.^.^■^●^●^●^●^■^●^.^■^.^.^

1

成させ九いと考えています。
又、来年に予定されている図害の検索システムとの
総合化も重要な課題です。

1:ー:ー:

請求記号

判例時報
(H0叱D <P320.1 H玲>
図審館
登録済 1‑12U+ n953‑1986】
製本中 1212‑1252 n987】
仮受入 1253‑1259 n98田
法学部
登録法 1‑45,47‑51,53‑12H+{1953‑198田

1:ー:ー.■1:ー.■

^抄て干U才テ4勿ネ灸磊武

■.ー.■

誌名別に与えた番号で、主に事務用として使います。

■.ー.■1

3.害誌番号検索

3つに分けて表示します。
1.未製本。
2.製本発注中で、外部にあり利用できないもの。
3.製本されて、害庫か雑誌室に収められているもの。
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又、図害館所蔵のものについては、所蔵の状態を次の

版年が表示されますので、求める号が学内のどこにあ
るかを知ることができます。

1
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きますし、これらの要素を組み合わせて検索するこ
ともできます。又、玲SN、学術雑誌総合目録番号
からの検索もこの方法を使います。
2.請求記号検索

●●

1

一括して表示されます。所蔵場所に続いて、巻号・出

●●1

データを確認すれば、次に学内における所蔵状況が

誌名、参照誌名、編者、出版者等の口ーマ字読み
からの検索です。読みの途中の位置からの検索もで

分類番号と、配架記号から成る請求記号からの検
索ですが、体系的に分類していますので、主題別に
誌名を検索することもできます。
伊上法律関係の雑誌。誌名を忘れたときなど。

1

1.ワード検索

04385888

●■

検索の手段として、次の3つを用意しています。

ISSN

請求記号

1
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<検索方法>

●■

ます。

誌名 判例時報
編者 判例時報刊行会/縞
巻玖年1号(19 5 3)
出版者日本評諭社
記「法律時報」の姉妹誌

1

.■1

わって係員が機械の操作を行ないますが、ご利用をお
待ちしています。以下に、本システムの概要を紹介し

されます。

●●

ているかどうかもわかります。当面は、みなさんに代

合目録番号等の該当誌についての詳しいデータが表示

1

捜し九い雑誌の論文・記事を載せた号が、学内のどこ
に所蔵されているかを簡単な操作で検索することがで
きます。又、図書館所蔵のものについては最新号が入っ

以上のいずれかの方法で検索した誌名の一覧表から、
求める誌名を選択すると、誌名・別誌名・編者・出版
者・刊行状況・注記・請求記号・1SSN ・学術雑誌総

●●1●●

行物データを収めています。

<検索結果の表示>

1

ンターでオン・ライン検索ができるようになりました。

本システムには、約16,000タイトルの学内所蔵逐次刊

1●●1●●
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逐次刊行物検索システ△について<今出川図書館>

