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同志社大学図書館報

ボードレールとの出会い

商学部長

IVO.45 1989.4
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1冊の書物との出会いが、そのひとの人生を

に入学した。理科のクラスだったが、 5月の記

変えてしまうことがある。私は1948年に、重

念祭が終わった頃、私は吉田山の入口にあるナ

県の田舎の中学校を卒業して、京都の高等学校

カニシ書店で、数学とか物理学の専門書を購入
し九あと、何気なく、文学書の並んでいる書棚
から 1冊の詩集を取り出していた。それはポ

(
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なめくるめく世界がそこにはあった。戦後の混
乱の中で、それなりに形成されつつあった私の

5
6

世界観ともいうべき内面的な精神的秩序が根底
から揺さぶられるような、そんな思、いがした。
それからというもの、私は京都の占本屋をま
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に、それまで考えてみたこともない耽美主義的

わ一

ボードレーノレとの出会い
オンライン図書検索・
今山川図害館
貸出・返却システムの概要
ラーネッド言己念図巷;負官
収書(選書)・蔵書について
文献探索
高齢者問題に関する'次文献
実例を中心とした
資料のさがし方(35)
「特別研究図宮費による購人図書
リスト(5) 1988年度

ドレールの『悪の華』であった。頁をくるうち
13

次

らウェ レレーヌ、 ランポ

さらにマラルメへと19世紀末のフランスの

詩人たちの詩集とか詩論集を買いあさり、ま九
その中で、中原中也のニヒルなりりシズムにも
ひかれるようになった。また思、想的には、サル
トルやカミュ、あるいはキエルケゴールのもの
をかじり、いつしかひとりよがりの実存主義へ

と傾斜していった。

スペインの内乱を取り扱っ九『希望』の中でも、

しかし、半年もたたぬうちに、勉学の方はお

不可避的に取り上げられており、とくに第一の

ろそかになり、デカダンスな精神の日常化から

主要人物であるマヌエルをとおして、組織の制

抜け出さねばならぬと思うようになっていた。

約性の中にあって、能うるかぎり自己に忠実で

生徒大会にも顔を出したが、それはキリケン
(キリスト教研究会)とユ.イケン(唯物論研究
会)の弁論大会のようなものであった。「われ
われはスズキセイコウ(鈴木成高)ではなく、
ミキセイ(一木清)のごとく生きなければなら
ない」とユイケンのりーダーは、熱っぽく私に
語りかけてきた。絶望を語らぬかれら。寮生を
象徴するつぎはぎの帽子やマントを身にまとわ

あろうとする人問の生き方が問われている。し
かし、そこでも、革命は歴史的社会的関連性に
おいて必然的なものとして把えられてはおらず、
またフランコの暴力に対する暴力否定のヒュ
マニズムはあっても、人民解放をもたらす新し
い社会への建設的企画性を持った行動が描かれ
てはおらず、そのようなマルローに対して、私
は不満を抱くようになってい九。
私はまだ10代であっ九し、どのような思想で

ぬかれら。清潔で、まぶしくさえ思われたかれ

あれ、あまり免疫というものがなく、高い感受

らに私はとまどうた。

性を示した。アメリカの占領政策のもとで、'、

その頃、私の読むものもすこしずつ変わって

たたびきなくさい臭いが立ちこめてくる時代的

いた。実存主義の流れの中で、私はマルローを

背景もあり、つねに危機にさらされているとい

読みはじめていたが、たとえば、『征服者』の

う不安の中で、私はユイケンのグループのよう

主人公ガリーヌの生き方には、私なりに疑問を

に、未来を確信することのできる、なにかゆる

持つようになっていた。虚無からの行動者とし
て、かれは広東の英国植民地政策に反抗して革
命を煽動するが、かれにとって、革命とはそこ
に投げだされ九ものとして把えられており、ま
た革命の終馬とともに広東を立ち去るが、そこ
には、も早かれにも「未知な別の人間」が約束

/

されていることについて、私は物足りなさを感
^^^

ぎないものを求めるようになっていた。私の思
想的模索も、それまでは、いわゆる哲学書によ
るよりも、詩とカソト説などの文学書から強い影
響を受けたが、いまやマルクス・エンゲルスの
社会科学にたどりつくのに、それほど時間を要
しなかった。
折しも戦後の大学改革によって、私は高等学
校1年修了で、新制の大学に進学することになっ
た。クラスの大半は、医学部とか理工学部を志
望したが、私はクラスでただひとり経済学部に
進学した。
ボードレールとの出会いによって、デカダン
スに落ち入り、そこから脱け出すために、社会
科学への道を選んだが、あとは学生運動にのめ
り込んで体をこわし、卒業までに 7年間を費や
してしまっナこのである。
しかし、いまにして思えぱ、私の精神的栄養
分は、高等学校から大学の 1、 2年までの時期
に摂取したものが大きいといえる。いまも私の
どこ力鴻こボードレール的要素がひそんでいるこ

じていた。マルローは『侮蔑の時代』において、
共産党に最も近づい九とされているが、人間の
根源的自由と人間の行動の組織化との対決は、

とを私は否定することができない。

オンライン図書検索
^1989年4月より運用開始^
今出川図書館において受入・整理された図書の
オンライン目録検索システムが完成し、予定通り
1989年4月から利用できることになりましたので
紹介致します。

本システムの基礎となるものは、 1982年4月か

わすキーワード)は L C (Library of con宮ress

ら入力を開始し、 1989年1月現在で約11万タイト

一米国議会図書館一)・日販(日本出版販売株
式会社一)の各MARCから本学MARCに取り
込んだデータにっいてのみ作成することになりま
す。 LCは1982年4月入力開始当初から、日販は
1987年4月から利用していますが、「ヒット率」
は概ね2分の 1程度です。検索用の端末機は、通
常ワークスティシ,ンの 20 20 または漢字端末
機を使用することになりますが、本学に設置され
ている端末機から入力分の全ての図書を同様に検
索できます。検索に関する計算機センター利用の

ルの書誌情報がデータベース化されている同志社
MARC (M▲Ch血e 旦eadable 旦atalog血E 一機
械可読目録一)です。入力開始以来、およそ 7年

(

入・整理しデータベース化していますので、毎年
この程度のデータが蓄積されることになります。
検索用ファイルの更新は原則として、 3週間サ
イクルで行います。ただし、一般件名(内容を表

問に渡るデータベース作成の成果が生かされるこ
とになりました。本学のオンライン目録検索シス
テムは、田辺図書館システムが1986年4月から、

逐次刊行物システムが19認年9月からすでに稼働
していますので、今出川図書館システムの完成に
より、本学の図書・逐次刊行物の検索システムが
全学的に運用されることになります。
オンラインによる検索は、これまでの力

ドに

ための課題番号は、当面図書館に設定されている

ものを使用していただきます。

よる検索とは質的に異なるものであり、利用者へ
のサービスは飛躍的に向上することが期待できま
す。
《検索システムの概要》

《検索の手法》

検索キー(アクセスボイント)として、請求記
号(分類・図書記号・巻次)、 LC‑NO ・ 1 S
B N (1nternationa] standard Book Number

本検索システムのソフトは田辺図書館と同様日
立の情報検索システム 0R I ON(online Retri、

(

の機能がありますが書誌データを効率よく蓄積し
各種の条件(検索名)を与え検索できるシステム

国際標準図書番号)、書名、著者、件名(一般・
人名)、ワード(書名中に用いられた語)を用い
検索できます。また、検索例で示していますが、
入力した文字の末尾にアスタリスク(*)を付加
することにより前方一致の検索ができます。これ

であり、 TS S (Time sharing 旦ystem)環境で

は、著者・書名が正確に分かっていないときなと

会話形式の検索ができるものです。検索用ファイ
ルは和図書と洋図書に分けて構成されています。
ただし、中国語とロシア語にっいては別にファイ
ルを構成する方向で検討中であるため、現在は検
索システムには組み込まれていません。 1989年1
月現在、和図書 182,093冊洋図書 97,537冊
計 279,630冊の所蔵情報が入力されています。タ
イトル数では、和図書 61,552件洋図書 50,8

に有効です。

ever of lnformatioN)です。 OR IONには種々

検索のコマンドとして、【F I ND】【AND
】と【OR】(論理演算子)【LOOK】【DI、
S PLAY】等があります。
@

F I ND】

著者・書名等の検索キーからの検索に用い
ます。(検索結果集合を作る)

78件計Ⅱ2,430件の書誌情報が入力されていま

例書名、戦後日本経済何とかを検索せよ。

す。今出川図書館では、年間約3万冊の図書を受

FIND T : SENGONIPPONKEIZAI*

@【AND】と【OR】

者、書名が判明していなくても前方一致等の手法

【F IND】コマンドと共に検索名を組み

により検索が可能であります。また、ワード検索

合わせて用います。【AND】は検索結果を

を始め多様なアクセスポイントから迅速に検索で

しぽりこむのに対して、【OR】は広げるこ

きるため、 Browsing な検索もできます。従って、

とになります。

研究者・学生の検索ツールとして有効なものです

例著者、平野竜一で書名中に犯罪論のワー
ド含むものを検索せよ。
FIND A : HIRANO,RYUUICHI AND
W : HANZAIRON

分類番号519.55または498.43を検索せよ。
FIND C :519.55 * OR C :498.43*

が、研究室等部科での図書購入の際の複本チェ・"
ク、図書館でのレファレンスサービス等各種の事
務利用にも効果が期待できます。これまでの力
ド目録と異なり、全学の所蔵情報を迅速に知るこ
とができます。
また、図書館では本システムの運用開始にとも
ない入力分の力ードを全て除去しますが、これは、

未入力分の検索の負荷を軽減すると共にスペース

3 【LOOK】
主に、検索の前段階で検索に必要な著者、
書名を見付けるのに用います。
例書名、情報処理の前後のものを検索せ

の有効利用にもなります。
本検索システムの運用開始当初は、まだ限られ
九端末機しか設置されないこと、全学的にオンラ
イン検索に馴染む体制を確立する九めの課題があ

よ。
LOOK T :JOUHOUSHORI

ることなどにより直ちに全面的な運用はできませ

んが、今後、検索システムの運用に必要な環境を
④【D I S P LAY】
検索結果を画面に表示する時に用います。

整えることが望まれます。
以上が本検索システムの概要でありますが、こ

必要に応じて簡易な表示から詳細な表示まで

のようにオンライン検索を可能にしたものは電子

3段階の表示ができます。

計算機と情報通信技術の発達であります。しかし、

検索の手法の詳細については、「図書目録

これらの技術は日々急速な展開を示しており、国

検索マニュアル」を用意していますので利用

内外の情報関連企業も検索システムに必要なハー

して下さい。

ド・ソフトの開発に取り組み、その成果を次々に

発表しています。し九がって、本システムの稼働
検索の画面例

11"赴{!吋1剖11蟹ミ制'^1.:瓢酬
J
!ノ

■1弁黒典*

":、●.1'
':.U'凡

はオンライン検索時代に向けてのスタートではあ

りますが、これからの情報関連技術の発達に常に
留意し、迅速に対応しなければならないのが現状
であります。なおこれまで、年闇の冊十目録とし
て全学所蔵分を各部科に配布してきましたが、実
際の利用状況と本検索システムが運用されるのを
考慮し、所蔵部科単位の冊子目録を発行します。
1989年度の掲載範囲は、1982年4月入力開始時か
ら1989年3月までの約7年間の累積版になります。

《検索システムの運用》
以上のようにオンライン目録検索システムは、
これまでの力ードによる検索と異なり、正確な著

今出川図書館

貸出・返却システムの概要

た利用者IDにっいて、利用者IDの有効期限、
紛失無効、貸出停止中、延滞図書の有無、貸出冊
数のチェ,,クを行ない、該当する場合にはその旨
を表示する。

①貸出返却システムの特徴
19朋年4月より稼働を始めた貸出・返却システ
ムは、図書館所蔵図書の貸出、返却手続を図書に
貼付したバーコードと禾リ用者力ードのバーコード
を機械的に読み取ることによって行なうものであ
る。これにより、貸出・返却手続きの簡素化・迅

速化やラーネ・,ド記念図書館と共通の「図書利用

(

カード」の使用が可能になっただけでなく、利用
者の貸出記録の守秘や開架図書の貸出状況の問合
せ,図書の予約などを行うことができるようになっ

次に図書のバーコードを読みとって大学院生.
教職員にっいて、開架・閉架の配架場所、貸出冊
数等のチェックを行ない、該当する場合はその旨
を表示する。

以上のチェ、"クに該当しない場合、データの追
加を行い、返却日の表不を行う。
<返却>

返却された図書のバーコードを読み取って入力
した図書番号について、延滞の有無、貸出停止、
予約の有無等のチェックを行ない、該当する場合
は、その旨を表示する。該当しない場合はデータ

通常時間帯はホスト計算機でのオンライン処理

とし、複数の端末から業務処理を行っている。
ホストコンピューター運転中止時は、オフライ

ン処理とし、貸出記録データーを端末に転送し、
オフラインでの貸出・返却を継続して行うことか

できる。図書館の開館時問・多様な図書管理業務
に対応できるシステムである。
それぞれの業務処理はメニュー画面から選択し、
バーコード読取機・ファンクションキー・テンキー

のみの使用で処理ができるように、処理手順の単
純化・標準化を図っている。さらに、欠本調査・

(

を更新する。

また、返却された図書が貸出停止に該当したり、
延滞中の図書がある利用者について、貸出状況・

予約状況の照会をすることができる。
さらに返却された図書が予約中であれぱ、予約
図書返却通知を端末に転送のうえ出力する。
<予約>
予約する図書の請求記号を入力し、開架・閉架
の配架場所、未貸出等のチェ,クを行ない、返却
予定日等と合わせて表示する。
次に予約する利用者番号を入力し予約冊数等の

ウィーディング・延滞督促などの図書管理や統計

チェ・"クを行ない該当する場合はその旨を表示す

資料作成等が容易になり、業務の迅速化・省力化

る。該当しない場合はデータを追加する。

も図っている。
さらに、前年度4月より新分類の全図書 a964

また、予約し九図書や利用者にっいて貸出状況・
予約状況の照会をすることができる。

4以降受入れた図書)にバーコードラベルを貼付
するとともに、閉架図書にっいてもシステムのも
ととなる管理目録ファイルの作成を進めている。
本年度からは、新分類全図書について予約・図書
の貸出状況の問合せができるようになる予定であ
る。

②各業務処理
<貸出>
利用者力ードのバーコードを読み取って入力し

<問合せ>
a.図書請求記号・図書番号からの問合せ
図書請求記号や図書番号を入力することにより、
当該図書の貸出状況(図書番号・返却期日)、予
約状況(返却期日)の照会をする。
b.利用者番号からの問合せ
問い合せに来九利用者の利用者番号を入力する
ことにより、当該利用者の貸出状況(図書番号・
返却期日)予約状況(図書請求記号・返却期日)
の照会をする。

ラーネッド記念図書館

収書(選書)・蔵書について
ラーネッド記念図書館は、「学生の学習を主目的とし

九施設」すなわち学習図書館として1986年4月に開館し
て以来、 4 回目の春を迎え九。
キャンパスの樹木の枝が張り出し、緑を増してきてい

るように、図書館も蔵書冊数が増えるとともに利用冊数
も日を追って増えてきている。

そこで、図書館利用上、最も重要な柱である所蔵資料
(蔵書)について簡単に紹介したい。

◇収書方針(選択基準)
毎年教員に必要な図書の推せんを依頼するとともに
山田辺校地設置科目に関わる図書②課外活動との関係
で必要な図書(3功りキュラムに関わりなく学生に必要
な図書等々を基準・範囲として収書(選書)を行って
いる。雑誌についても図書に準じて選定している。

併せて、日常の利用動向に基づき、利用の多い分野
(蔵書の少い分野)、利用が集中する特定図書の複本購入、
新設科目に関わる図書(伊上ドイツの言語と文化」
シルクロード」「情報現代社会と労働」)等を重

収集することにしている。
上記の資料・方法により内容(質)・量ともにバラン
スのとれた蔵書構成を図るようにしている。
◇蔵書冊数・利用冊数
1986年の開館時には、約 4 万2,000冊の図書、 171タイ
トルの雑誌でスタートしたが、図書予算の増額もあって
現在の総冊数は約7万2,000冊、雑誌304タイトルとなっ
ている。開架図書10万冊構想の実現に一歩一歩近づきつ
つぁる。ちなみに、今出川図書館の開架式閲覧室の配架
冊数は約7万5,000冊、同年間受入冊数約6,7m冊である。
一方利用面では、全面開架閲・方式のため館内閲覧利
用冊数は把握できないが、利用の目安となる館外貸出冊
数を見ただけでも'86年度約4万 7,000冊、'88年度約
5万 7,000冊と蔵書冊数の増加とともに利用冊数が漸増
している。蔵書の質・構成内容を高めるとともに、蔵書
量の増加も利用促進の不可欠の要素であることを示して
いる。

図書館サービスの向上・充実一特にその根幹となる図
書資料の充実は、日常ならびに永遠の課題でもある。
同時に、昨今電子メディアの発達には目覚ましいもの

点分野・項目として取り組んでいる。

がある。学内においても本学に所蔵する図書・逐次刊行
物の各検索システムが今春から全面的に稼働している。

さらに、教員からカウンターもしくは担当者を通して
推せんを受けたもの、学生の購入希望図書申込によるも

さらに、 CD‑ROM (compact Disc‑Read only
Memory)をはじめとする電子メディアの活用により、

のからも収書している。

時間的、距離的な差なしに利用者に必要な学術情報を提
供できるよう長期的展望のもとに試行を重ねながら取り

なお、高度な水準を持っ学術資料、利用頻度の低いと
予測される資・史料は今出川校地図書館で一元的に収集
している。

◇選害資料・選書方法
①教員推せん図書

推せん依頼による図書、適宜推せんされる図書、履修
要項掲載参考書、および本学教員の著・編・訳書は優先
的に収集している。
②学生購入希望図書

学術に関する図書はできる限り希望に応じて収集して
いる。

③新刊書

新刊情報誌、パンフレット・カタログ類、新聞記事等
から基準に沿うと思われる図書を幅広くピ・"クァ・,プし
て、書店から取り寄せ現物により選書(見計らい選書)
している。

④基本図書の補充

分野別利用動向、分野別蔵書構成比率等の調査・分析
に基づき、「選定図書総目録」(日本図書館協会・年刊)、

蔵書・出版・販売の各種目録等々により未所蔵の基本図
書の選定を行っている。

また、各分野の入門書掲載の文献案内・参考文献も選
書資料として参考にしている。なお、試験前に出される
レポート提出課題に関する図書についても必要に応じて

組みたいと考えている。
今後も引き続き環境の変化・発展に留意、対応しなが
ら関係者の協力・理解を得て、学生の学習ひいては教育
研究の向上に寄与し九いものである。

文献探索^̲次文献の利用一ー・イ39}

高齢者問題に関する二次文献

今回は高齢者問題に関する二次文献を紹介します。
高齢化社会になりつつぁる我が国で、老人問題は、深刻
な問題として注目されはじめていますので一般的な問題
を調査し九い時に使う資料をあげてみました。

社会保障に関する歴史と理論、運動、制度の実態と

利用法、その改善の方向、法律や実施行政機構、政策
にわたるまで全分野を網羅。
9.社会学小辞典増補版浜島朗〔他〕編有斐閣
197フ(361.03 ; S 3 ‑1 a)
,

隣接諸科学を含む広領域の社会学学習に必要な事項
・人名4200項目について、 100から600字の定義・解

〔辞典〕

説

1.現代社会福祉事典増補版仲村優一編
全国社会福祉協議会 19朋(369)

0

(

10.社会福祉事典仲村優一〔他〕編誠信書房
1974 (369 ; S22)

社会福祉を、正しく、深く理解できるように、その
基本概念と用語を体系的に収めた「社会福祉事典」の

,

社会福祉の全領域にわたって、基本的用語を、わか
りやすく解説し、時代の要望に応えた辞典。

泱定版。 8年ぶりの改訂。
2.現代社会保障小事典小倉襄二角田豊共編

き士〕

法律文化社 1974 (364; G3)
」

広範な社会保障の諸分野を、体系的な小項目方式に
より解説。社会保障基本資料集を添付。
3.事典日本の課題総合研究開発機構編
学陽書房 1978 (302.1; J)
21世紀への課題を解決するための方策を探求した研

究報告書で、高齢化する社会、国際政治の多極化など

1.高齢者福祉文献目録日本社会事業大学図書館
197フ(028.369 ; N 2 ‑2)
日本社会事業大学図書館所蔵の図書・雑誌・紀要の
中から、特に昭和50年、51年を中心として選びぬいた
約1060件の文献を紹介。
2.高齢者問題関係図・文献目録内閣総理大臣官

21本の柱で編集。

房老人対策室編全国社会福祉協議会 1982

4.老後問題事典一番ケ瀬康子〔他〕編塚本哲監

(028.367 ・ N 2 )

修ドメス出版 1973 (367.9 ; R 3)

(

老後問題を構造的にとらえ、行政、施設、教育、地
域などのさまざまな角度からの対応を具体的に提起す

協議会が各出版社に協力を求めて作成した図書目録を、

る。

合体したもので、高齢者問題に関する文献の総目録と

5.老人問題解説事典森幹郎著中央法規
老人政策、福祉問題、人口問題、文化、歴史など、

総理府老人対策室が収集し九目録と、全国社会福祉

いうべきもの。
3.老年研究文献目録(社会学科編)東京都老人
総合研究所 1973 (028.367;T)

様々な視点から老人問題を把え、読物風に解説してあ

1960年1月 1973年12月までに発表されナこ老人(老

る。

6.社会福祉英和・和英用語事典仲村優一編

年)に関する雑誌論文、単行本、調査報告書、官公庁
資料。

誠信書房 1981 (369; S54)

社会福祉の用語を英和3300、和英4900点収録。巻末

4.社会保障に関する10年間の雑誌文献目録

に日本の主要法律一覧と関連行政機構図を掲載。

日外アソシエーツ 1987 (028.364 ; N)

フ.社会福祉事業事典新版塚本哲〔他〕監修

昭和50年 59年の10年間に発表された、社会保障一

ミネルヴァ書房 197フ(369 ; S 6 1 a)
,

社会事業一般、家庭福祉、老人福祉といった項目毎
に社会福祉事業に関する用語を解説し、各種制度の組
織図、給付一覧を付したもの。
8.社会保障事典社会保障事典編集委員会編
大月書店 1976 (364 ・ S14)

般、社会保険、社会福祉に関する雑誌文献Ⅱ,555件を
収録。

5.家族問題文献集成太田武男〔他〕編京都大
学人文科学研究所 1970 (028.367; 0)
戦後の改正民法が施行され九、昭和23年1月以降昭
和心年までの20年問に発表された、家族問題をめぐる

邦語文献を収録。

5.図説日本の社会福祉第2版大橋隆憲〔他〕著

6.文献目録「高齢化社会と放送」

NHK総合放送

文化研究所 1984 (028.367・ N3)

法律文化社
日本の福祉は欧米並に達したの力、医療、年金など

,

放送文化の視点から高齢化社会を考え、いわゆる
生活文化と総称される領域の文献を中心に作成。
フ.福祉関係文献目録 2.(家族福祉および家族政策
関係)関西大学福祉問題研究班編 1981
Φ28.369 ・ K 2 )

項目別に解説。官庁統計の批判的検討を試み、権利と
しての福祉を考える。
6.社会福祉の向厚生省社会局監修全国社会福
祉協議会(P369・ S19く社会>)
,

①社会福祉全般の動向、②分野別社会福祉の現状、

,

家族に焦点をおいて、内外の研究動向を知るため、
内外の図書および雑誌に現れ九研究文献題目を収録。
8.社会福祉論文目録総論・各論編日本社会事業
大学図書館 1980 (028.369・ N2 ‑5)
新しい社会福祉が出発した第二次世界大戦後から、

③福祉関連施設の3編からなり、わかりやすい解説で
制度理解への適切な入門書。
フ.社会保障総合年表山野光雄編ぎょうせい
1981 (364 ; S33)
,

社会保障の歴史を、紀元前から1950年まで、年表に

1980年までの論文を、大学研究紀要や各種雑誌の中か

まとめ九もので、社会保険、医療制度、社会福祉、国

ら選んだもの。

民生活の各分野と海外面を収録。

9.社会福祉関係料目録日本福祉大学図書館
1985 (028.369 ・ N 6)

8.老人福祉年報全国社会福祉協議会 19船
(369.26 ・ R 2 )

,

,

日本福祉大学図書館が1984年3月までに受入れた、
社会福祉関係資料を収録。

老人福祉の今日的な課題、新しい動きを探り、従来
の年報をさらに充実。

10.新聞切抜き福祉情報アイオーエム・日本福祉施設
士会編(年4回荊D (P369・ S28)

9.社会保障年鑑健康保険組合連合会編東洋経済
新報社 19朋(364.021・ S 2)
,

知っておき九い福祉関係新聞記事を行政、地域活動
施設機器、文化スポーツ、事故等にわかりやすく整理
した季刊情報誌。

社会保障制度の構造と現状、およびその動向を各制
度毎に解説したもので、毎年度発行。
10.高齢化社会年鑑全国高齢化社会研究協会編
新時代社 19釘(367.9 ・ K13)
,

〔便

・年鑑〕

高断化社会に突入し九我が国の諸相とその問題点を
多数の写真・イラスト・図表を使って浮彫りにしっつ、

1. HAND BOOK老年学那須宗一〔他〕編
岩崎学術出版社 1976 (367.9 ・ H4)
,

日々の重要性を増す課題に応えた新しい学問として
の集成。老化の概念から医療福祉体系にまでおよぶ。
2.老後の生活保障百科白沢政和編中央法規
1983 (369.26; R13く社会>)

利用者の立場から、わかりやすく解説。

,

我が国における高齢化に関するあらゆるデータを、
世論調査、統計、将来推計、国際比較の4項目に分類
12.老人福祉法の解説厚生省社会局老人福祉課編
中央法規 1984 (328.73・ 0く社会>)
昭和38年制定以来20周年を迎えた老人福祉法を、制

老人福祉開発センター

1988 (369 ; ZS 3)

定の背景、その後の経緯、現状を分析しつっ、特に昭
和57年に公布され六老人保健法による改正後の各条文

,

全国の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料
老人ホーム等の所在地、その他を網羅した資料のほか
基本的知識の解説。

を、関連通知等を参考にしながら、詳しく解説。
13.老人六法厚生省保健医療局老人保健部編
中央法規 19朋(328.フ・ KA)
,

4.図説高齢者白三浦文夫編全国社会福祉協議
会 19朋(図説老人白書の改題)(369・ZS)
,

急速にすすむ高齢化社会にどう対応すべきかを、広
い分野にわたり最新の資料、豊富な統計、図表等で読
みやすく解説した図説の白書。

ンター 19朋(360.1 ・ KS)

して編集。

老後の生活に欠かすことのできない各種保障制度か
ら在宅福祉サーピス等、多岐にわたる老人問題対策を
3.全国老人福祉施設要

研究者による対応策を提起。
Ⅱ.高齢化社会基礎資料年鑑エイジング総合研究セ

厚生省保健医療局老人保健部の直接編集による、高
齢化社会に向けての専門六法。
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今回は統計に関する最近の質問のなかから、みつかっ

きは最初からその他の資料、ここでいえぱ、日統=日本
の統計、農統=ポケ・,ト農林水産統計、などどれでも探
しやすいもので調べて下さい。

ですでにとりあげていますので、部分的に重複しますが
資料

合わせて利用して下さい

日本統計索引」(参028.351; N)[1975年刊]補
遺(国"11・地域別編)[1976]

〔質問例 1〕

ぐ

第1部・項目索引には「主見出し語」約1万語が載録

カレー粉の生産量
〔回答〕

されており、本質問のカレー」もそのうちの1語です。

「日本統計索引」(圏028.351;N)の第 1部・項目索

本書の凡例では『その載録数は、それら(=作成された
統計数)の全体からみればまさに氷山の一角に過ぎない』
本々とありますが、第1部だけでも1700頁という大部な

1でカレー粉を探すと以下の記述が見つかります。
カレー粉
更年一産業一 8
日統M6

◆・生産曇一(主要物貿)
◆食料.食料品一生産量一(品目"1D
◆調味料一生産艮

典統Ⅱ一

◆通関輸出高・品目別一輸出先国別
◆通関輸入高一品目別一斡ノ、先国別
◆家計支出一消費支出一全世帯一支出垣目別

】屍年.92‑6

■',四:ーム11+、ー]‑2
通関・品国・2
家年M .家月6

ものです。直接自分の求めている項目は見つからなくて

も、どういう統計書に載っているかという手掛かりにも
なる基本的資料です。

(*)消費量の載っている「農年=年次農林省統計表
は本学では経済学部の所蔵です。

家年16

◆家計支出一泊費支出一剤市世帯(ノ、ロ
別

万以上の罷市)一丈忠珀言
家任M

◆家計支出一泊費支出一全世箒 動労者世箒一支出項目別・支*企
泊費4‑1,消費4‑2
稲;鯛入数量,平均価格
7肖費 4 ‑3,1肖費 4 ‑4
◆家計支出一泊費支出一岸身者世帯 (全世箒;動労打世箒)・支壮J貞
心費 6
目別(支出金額.鵡入数岳 平均価格)
於年63
◆生活物貸一瑞費数量:価挌
生僑"フ
◆農安経濱収支一生活物寳消費慢

(

見出し語(カレー粉)に続いて、質問例の生産量
東年一産業一8」がありますので、第2部・収録統計調
査報告書目で見ていると、東洋経済統計年鑑1974年版
(昭和49年6月『D 」の主要物資生産実績の項にでてい

〔質問極n

昭和10年 20年の日本人のカロリー摂取量の統計
〔回答
これは過去の統計を数年にわたって調べる問題です。

そのためには、ーつの項目について時系列に編集した
資料』があると便利ですが、もうとも新しい資料として
「日本長期統計総・」(参351; N 9)全5巻があります。
この事項索引(第五巻巻末)では<カロリー>という
項目はありません。そこで<栄養>で引く(*)と第5
巻(保健医療)に『国民の栄養摂取量』として、昭和幻
年からのものがでてきますが、質問例の年度のものはで

ることがわかります。

てきません。

「〔東洋〕経済統計年鑑」の1988年版は「週刊東洋経
済(P330.1; T 3)の第娼02号にあたりますが、質

として毎年実施されているとあります。

問例の統計が見あたりません。少し遡ってみると、1984

年版(一般統計の鉱工業食料品の欄)までは載うてい
たことがわかります。 1984年版をみると出典が「ポケッ
ト農林水産統計」とありますので最新号(圏359.6; P)
を見てみると載うています

解説によるとこの調査は昭和20年以降「国民栄養調査」
(参舗1; S 3)
昭和期の統計を纒めた「昭和国勢総
に『戦時下の主要食料需給概要(昭12 2の』や『国民
1人あ九り年間純食料供給量(大10 昭5の』などかあ
りますが、求めるものはやはりでてきません。
こうした統計をもとに、研究者が類推作成したものが、
あるいはあるかもしれませんが公的なものは見あ九りま

〔解説〕

せん。

ここでは、「経済統計年鑑」から入り「ポケ"ト農林

(*)くカロリーという項目がなかっナこら<栄養>で

水産統計」にいきましたが、「束年」で見つけにくいと

引いてみたというのは少し早道すぎるかもしれませ

〔資料〕

ん。

日本統計年鑑(参:351; N3)の事項索引でく

日本長期統計総覧」(参 351; N 9)全5巻[19釘
,

カロリー>を引きますとカロリー摂取量とでてきて

8年・日本統計協会刊]

本文では保健衛生の項目に『国民の栄養摂取量』と

『明治兀年から現在に至る 120年問のあらゆる分野の
統計のなかから出来るだけ多くの主要項目を選び総合的・
体系的に収録した』云々ととある通り「日本統計年鑑
その他から体系的に集めたものですが、単に統計数字だ

して載っています。

出典は国民栄養調査」で同じものです。そこで
日本長期統計総覧」に<カロリー>の項が見っか
らなかっ九ので<栄養>で探し九わけです。念のた

め、この前身の日本帝国年鑑」「大日本帝国年鑑」
(図 351; N 3)を見ても、そのような項目は見あ
たりませんし昭和15年で刊行が停止になっています。

けではなく、随所にある解説も極めてわかり易いもので
す。

「昭和国勢総覧」(参351; S 3)上・下[1980年・東
洋経済新報社刊]

〔解説〕

ない」と判断する前にはある程度多負的に調べるこ
とが必要です。

そこで、「日本の参考図書」(参028; N 2 ‑1 B)
などで、これに関連する分野の資料を探してみることに
します。
①統計関係

回答で引用したように、戦時下における統計をはじめ
として激動の昭和を数字で見ることができる資料集です。
膨大な資料にそれらの説明が[調査][注ヨ引[資料]
[解説]というかたちで詳しく記述されており使いやす
いものです。

「日本統計年鑑」(参351・ N 3)
政府関連機関では統計法によって定められた「指定統
計」をはじめとして多くの統計を公表していますがそれ
らのうちから特に重要で基本的な統計を収録したもので
昭和24年が第1回にあたります。この前身に「日本帝国
年鑑」「大日本帝国年鑑」(閉 351; N)[明治15年
」

『昭和10 20年の期間を網羅した統計集」とか『その
頃に実施公表された統計にどんなものがあるか」などと
いうことを調べてみます。

今回の調査では、所蔵している資料から、わずかに、
「日本経済統計集」(参 359.33 ; N 5)の「国民 1人 1
日当り栄養摂取量」として記述の戦後の統計の上に大正
15年の数字(内閣統計局「家計調査」の付帯調査による)
,

がでてくるだけです。
②栄養状況

昭和15年]があります。

類縁機関名簿」(参018; R 2)
専門情報機関のうち公開性のある機関のことを類縁機
関と呼んでいますが、それらの単なる名簿ではなく所蔵
内容やサービスの範囲などが詳しく書かれた利用案内で
,

「栄養学事典」(参 498.53; E 4)によると《国民
栄養調査》は、『昭和20年、連合軍司令部の覚書により、
東京浅草本願寺の床下にたむろしていた浮浪者400名を
対象とした調査を起源とした』とあり、当初の調査目的
などがわかります。
このように、ほぽないと思うても手兀にある資料が不

足して調べられないときには、いわゆる専門図書館や研
究所で調べることになります。
どこの図書館・研究所がどぅいう活動をしているかを

調べるものに、類縁機関名簿」(参 018; R 2)や
「全国試験研究機関名鑑」(参 061; Z 4)などがあり
」

ます。

「類緑機関名筒」(参 018; R 2)を見ると《国立公
衆衛生院付属図書館》とあり、付属図書館があることが
わかります。

「全国試験研究機関名鑑(参 061; Z4)では厚生
省の項に《国立公衆衛生院》《国立栄養研究所》などが
出てきます。

す。

この他にも、「専門情報機関総覧」(圏 018; S 2)な
どの類書が参考図書室にあります。
,

「全国試験研究機関名鑑」(參061; S 2)
わが国における自然科学の研究機関約7500を収録し、
各機関ごとに、概要にっづいて研究者・研究項目・今後
の研究計画などを紹介しているものです。

r特別研究図書費コによる購入図書りスト⑤
‑1988年度一
研究資料費は、学部教員用としての学部図書費、研究
所の図沓費、学部教育研究助成費、個人研究費、と特
別研究図書費」から成寸.つています。
この「特別研究図書費」の持っ意味は、単に研究資料
費が一学部相当文プラスされて計上されているという光
けでなく、もう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(学部図禽費・研究所資
料費)や個人別配分(個人研究費)であり、したがうて
資料収集は部科毎縦剖りであるので、様々な問題をはら
んでおりました。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。)ま九、
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、専門課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、重複が生じやす
く費用効率の点からも問題があったといえます
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、「特別研究図書費」が設定され、共同利用の観点

から、図書館が収集の窓口となって運用し、資料の所蔵
保管の任に当たうてきました。そして図書館は学習図轡
館としては勿論のこと研究図書館としての機能をよりょ
く発揮できるようになりました。
1988年度内に同図書費で購入した図書資料は下記の通
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。
ただ、りストでお判りいただけるように、図書資料の
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)。しかし図書館で
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」による購入図書資料に
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・1司志社)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
四私大の相亙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、1989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、ご利用い六だけるようにする予定です。
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