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同志社大学図書館報 NQ 12.1972.フ.1
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総

明治・大正・昭和にわ北り,文豪の名をほしいまま忙し,背丈けにも余るた大な分畏の著書を公けにし,その何れの著
書も雄揮な天性の名文をもって綴られているこの徳富蘇崟は当然のことながら論どろくべき読書家であっ北らしい。その
蔵害の数幾万なるを知らないが,幾ケ所かに分属されているその蔵書の中には,古今東西の名著良書と称せられるもの数

しれぬ有様であろう。もちろんわ北くしはその蔵書のこく僅かを眺めただけではあるが,長年に亘って集収し北この文豪
の豊富な蔵書の素晴らしき忙は驚嘆,その言葉に窮するものがある。同志社のクラーク館内の蘇峯文庫は,もちろん蘇峯
の蔵書の何万分のー,何千分のーにすぎないわけであるが,その何れもが貴重の文献であることはいうまでもない。
わナこくしは,その文献蔵書についてこの短文によって書きつくせるわけではないが,稀れにみる読害家であるこの文豪
が,いかに書物を大切に取扱っているかということを知って,いつも獣嘆これ久しくするものである。
都ぽ

蕪崇は,愛読し北当物と覚しき東西占今の良書に一冊ととに陶分みずから作っ北柿渋を■つナこ丈大な紙で上蔆いをし,
背文宇で肉ら墨繁で例えば 1、ミルトン伝」とか 1、マコーレー伝 1 とか 1、孟子」・「荷子」・老子」・ 1 史記」等々鮮か
1

に書き記し,書棚の外から一見明らかに見えるように並べて置く。愛読の書はこのように大切にすべきものかということ
を痛きまでに思い知らきれるのである。大文豪であって大読書家の蘇峯にわたくしが教えられる多くのことのうちのーつ
である。

通常の読書家は書物を真に愛することを知らないのではないかしらと思う。書物を買ってぎ。と読んで書棚に飾って浦
くかよく読みもせずに放っナこらかして置き,いつでも古本屋に売り飛ぱしてしまうかするような人をよく見るのである
が,その書物の質にもよるし,漫読・乱読癖にもよろうし,いいかげんに手あナこりしだいに買いこんで,真の愛読書とい
うものに行き会うことなく,空しく読害の一生を終る者が少くない。それではダメだ。繰返し繰返し読んで教えられる良
書は古来非常に多い。そういう良害を選び求めて大切に書棚を充しにいものである。わ北くしは森鴎外のつぎの名言を書

斎の入口に貼りつけて枯き,消えれは'ま北貼りつけて何十年間つづけこれを学生時代からのならわしとしている。
'自分の書棚には,その隅々{こ至るまで自分の息がかかっていなければならない。そのような書斎なら,丁度優れ
北庭師の造っ北庭園のように伊仇ば桂雜宮のようにそれ自身が一個の芸術品である。,
自分の息のかか。ている書物は,北とえ青年時代に愛読し北書物でも,懐かしく貴くて,とても手礫して古木屋になど
売り飛ぱす気にはなれない。ましてや高校,大学時代に愛'し,それを社会1て出ても,30才・40才になっても,時折り播
いてみて何事か教えられる良書などは,自分の身体と同じく大切であり,血となり肉となっているような感じがするもの
である。社会人となって自分の人世観・社会観を5ちナこてねば牛き甲斐もないと考え,あるいは時に焦慮しつつ,時に煩
悶しつつ耽読し北書物,古今東西の,(と云っても少数であろうが,)哲学・宗教・礼会・経済・小説類。ことに感激し
て涙を拭いつつ徹宵涜みつづけた外国の長篇小説(たとえぱユーゴー,トルストイ,ツルゲネーフ,ドストエフスキ【,
オッツ・グントソ,フ了ガ・"ツァロ,ロマソ・ロラン等々)日本では露伴,鴎外,辿這,湫石その他の作家のものなど
で,一度・一度・=皮と涜み返しナこ愛,光霄を書斎に見るとき,何かしらわれながらすぎましいものを感じるのである。
わナこくしの叔父・住谷天来はダソテ,ゲーテ,シラー,カーライル,ラスキン,トルストイ,ブラーニング,ドストエ
フスキーなど随分読んでいる(ダンテはイタリャ語で,フ了ウストなどはドイツ語で,他はすべて英語で)。欄外に細か

に感想・批評を書き込んだ文字は衝撃的である。いまわたくしは逆立してもこの叔父に追いつかぬままに年過ぎて,はや
もう視力も精力も衰退しつつぁる現在,毎日,日暮れて途遠しの歎きとともに喘いでいる。 5千冊余りしかない書物の棚
に向って,この本を読めぱあの本は読めない,どのように読書の時間を有用に使いこなそうか,と始終考えている。わナこ
くしの叔父は明治2年(1869年)生れで,去る大戦中老令で死亡し北が,過日叔父の沢山の愛読書の中から小さな一冊,

サムエル・ジ,ソソンの'The Histow of Ra鈴e1郎'単1て「ラセラス」と呼ぱれる書物が見つかっナこので,ひろげてみ
ると,扉の白所に明治29年10月中旬これを書店に求む。代価7銭也と書いてあって,次のような感激的文章が記入して
ある。この小冊子に向って述べナこものである。
鳴呼,此書何人の手に有りしや知るべからずと雛も,斯く一字の遺漏なく振仮名を付せられ,愛読の追(いとま)
も無くして直ちに古書肆の店頭にきらせらる。汝憐むべきものよ.ノ,されど請う,嘆ずることを休(や)めよ。余
が手に渡って余が書箱のうちにあらぱ其視力の続かん限り,疑いもなく机上の好友としてこれを優待すれぱなり。
翼(き)北逸人住谷生誌す(註一斐北は上州のこと)
明治器年といえぱ叔父が27才の時であって,東京で力ーライルの名著「英雄崇拝論̲1の御訳に打ち込んでい北ころであ
る。この小著ラセラスを偶然神田あナこりの古本屋で見つけて,自分が曽て愛読しナこことのあるサムエル・ジ.ンソンの世
界的名著を,自らの書斎に携え入って愛読しに青年時代の叔父が,いかに良書を,ナことえそれがわずか200頁の小著であ
つても何回も耽読したらしい了ソダーラインを見つつ,読書家として,著作家としての叔父が害を愛する姿をこの1冊
にも偲ぷことができナこ。

文献探索^̲次文献の利用^aD

芸術に"する文献目録について
ーロに芸術といってもその範囲は非常に広いのですが,今回は芸術分野の一般的なものに関し北文献目録で当図書館に
所蔵しているものを中心に集めてみまし北。
文献目録として一冊にまとまっ北ものが少ないので,ここでは主に単行本(」で囲んだ)中に収められ北もので比較
的最近のものを掲載しまし元。

〔1〕芸術一般に関するもの

(

1.「文科系文献目録」刃:美学編
日本学術会議昭和36 149P.(命028;N‑2)
一般美学・文芸学・音楽・美術・映画・演劇等芸術劃川
に関する昭和20年から34年までの和文の文献目録。
2.美学関係文献目録美学会編美学季刊美術出版
社(圃P700.1 ; B)
美学に関する文献を和文・欧文に分けて各年度毎に遂
次掲載。
3.現代芸術の理論文献解題「講座現代芸術」6
P.229‑312 勁草書房昭和35 (飼708;K 2)
内容:マルクス主義(笠啓一)実存主義(田島節夫)
心理主義(乾孝)プラグマティズム(加藤秀敏,山田
稔)美術(島本融)音楽(北沢方邦)演劇(木檜禎
夫)映画(荻昌弘)現代文明と芸術(宇佐見英治)
4.マスコミのなかの芸術文献解題
石川弘義二木宏二「講座現代芸術」4 P.337
342 勁草書房昭和36 (圃708;K2)
昭和25年以降発行の文献を収録。

(Ⅱ〕美術

(

5.美術文献目録美術研究所編「日本美術年鑑̲1座右
宝刊発行会(師702.16; N 2)
毎年の我国に浦いて発行きれ北単行図害,定期刊行物
浦よび諸新聞に掲載されに美術に関する文献を遂次掲
赦。
6.美術図書「美術年鑑̲1 (美術手帖増干ID
美術出版社(@705;B 3但し,図書館のものは1957ー
64年版のみ)
フ.「世界美術全集」 29冊平凡社
昭和25‑30 (但708; S 2 ‑2)
時代別,国別になっている各巻の巻末に参考書目録を
収録。
8.西洋美術参考文献(欧文)ピーター&りソダ・マー
り「西洋美術事典」ール才ツサンス以降絵画・彫刻一
P .489‑520
美術出版社昭和42 (師702.3; S 2)
項目別忙排列し北ものと, ABC順に排列して事典形
式をとっ北ものとの二種類の文献目録を収め,簡単な西
洋美術案内がなきれるようになっている。

9.「東洋美術文献目録」定期刊行物所載古美術文献 4

冊美術研究所編座右宝刊行会昭和16‑29 (伯
016.フ; B)
明治以降昭和25年までに,我国で発行されに邦文定期
刊行物549種に掲載されナこ束洋古美術(明治以市D に
関する文献の分類目録。中央アジア,イラン等にも及ん
でいる。

0.「日本東洋古美術文献目録」美術研究所編東京国立
文化財研究所美術部昭和44 698P.(師028.702;T)
前記「東洋美術文献目録」の続編で,昭和Ⅱ年一40年
の定期刊行物に掲載され北日本・東洋の古美術に関する
文献約4万件を収録。

11.「東洋学文献類目」美術の項京都大学人文科学研究
所年刊 1963年度一(師028.12;T3)

「東洋史研究文献類目」昭和9‑35年度(師028.
12;T)
「東洋学研究文献類目」昭和36‑37年度
(師028.12;T2)の改題。
日本・中国・朝鮮各国語オδよび欧文で発表きれに論文
と単行本についての分類目録。
2.日本美術参考文献藤田経世編「日本美術全史」別
巻 P.117‑158 美術出版社昭和"(師702.1;
N 2 )
昭和2咋以降出版されナこ日本美術に関する主要単行本
を収録。
13.日本の美術月刊至文堂(図書館になし)
巻末に各号の内容に関しに1頁程の参考文献を遂次掲
載。

14.一般文献解題美術「図説日本文化史体系」別巻
P .150‑153 小学館昭和43 (師210.08; Z‑1 a)
日本美術に関する文献を解題して収録。
15.「国華索引」国華社昭和31 424P.(但705;K3)
我国の絵画,彫刻,建築,工芸,建築,書道に関する
美術雑誌「国華」の第1号(明治22年)から第753号
(昭和29年)まで掲叔きれ北図版,論文,解説の索引。

一美術史一
美術史文献参照ハソス・ゼートルマイア島本融よ
「美術史の理論と方法」巻末みすず書房昭和43
( 702.01; S )
ドイツ轟によるもの。な浦邦訳きれ北もので訳者が確
雫し北ものを補記している。
西洋美術史参考文献一・嘉門安雄「西洋美術史要
説 P 504‑508 吉川弘文館昭和37 (駈702.3;
K 2)

18.東洋美術史参考文献一覧東洋美術史要説」 2冊
吉川弘文館昭和30‑32 (旧709.2;M2)
: P .309‑333 イーラン・イソド編(町田甲一,
深井晋司)
下: P .469‑478 中国・朝鮮・西域編(鈴木敬,
松原三良D

19.美術史参考書目谷信一体系日本史叢書」20
巻末山川出版社昭和43(師210.08;T 2)
日本美術史に関する文献を収録。
20.近代日本美術史参考文献高階秀爾「近代日本美術
史論」 P.285‑291 講談社昭和47 (圖721;T 2)

〔Ⅲ〕美術主題別
美術の個別的なもので目につい北ものをー,二あけ'る
にとどめるが,(1〕にあげた全般的なものの中に収録
きれているものも多いので,それらも参照され北い。
21.近代日本美術参考文献河北倫明「近代日本美術の研
究 P.287‑298 社会思想社昭和"( 721.02;K
2)
主に近代日本絵画に関する文献を収録。個々の画家に
関するものも収め北。(横山大観,今村紫紅,速水御
舟,安田叙彦,小林古径,前田青邨,藤島武二,青木
繁,竹久夢二,阪本繁二郎,梅原竜三郎,須田国大良D

22.「浮世絵文献目録」針ケ谷鐘吉,鈴木重三編味燈

P.310 315 淡交社昭和44 (師751.3 ;N2)
33.人形・玩具文献目録斎藤良輔「日本人形玩具辞
典 P.495‑5船東京堂出版昭和43 (師759.9;
N 2)

34.生活用具文献解題藤田悠紀子「伝統芸術講座」 8
P.425‑438 河出書房昭和31 (@708;D)
民衆の生活用具に関する文献を集め,解題し北もの。

〔Ⅳ〕音楽
35.「改訂本邦洋楽関係図書目録」小川昂編音楽之友
社昭和40 277P..( 028.76;0)

明治以降昭和39年末まで我国で出版され北洋楽関係図
書を収録。

36.新刊音楽書・楽譜,主要音楽・舞踊関係雑誌及び新聞
一覧「音楽年鑑」年刊音楽之友社(駈762.1;0)
37.合唱参考文献「合唱事典」 P.634‑636 音楽之
友社昭和42 ( 767.4;G)
合唱に関する単行本を洋書・を含めて収録し北もの。関
述する主要音楽書も収録している。
38.音楽文化資料展覧会目録」国立国会図吉・館
昭和25 202,23P.( 014.8;K4‑1の
占代から現代までの日本音楽文化資料の解説目録。各
時代の楽器などの物件の他,楽譜や日本音楽の図書,文

書屋昭和37(図書館になし,新版を購入予定)
明治10年から昭和37年までの単行書を主とした刊年順
排列の文献目録。研究書の他関係記事のある他部門の図
書なども収めている。昭和47年7月に昭和47年3月まで
のものを収めに第2版が刊行の予定。

献類も解説を付して収録している。ま北日本に影智を及

23.浮世絵関係参考文献目録座右宝刊行会「浮世絵全
集」別冊付録 P.39‑43 河出書房新社昭和33
(@743; K11)

ここでは主として欧文のものをとりあげ北。邦文のも
のにつぃては前記「改訂本邦洋学関係図書目録」を参照

24.デザイン参考文献田中正明「グラフィクデザイン」

9.最近の文献ヴ了ルター・ヴィオラ「世界音楽史
一四つの時代一巻末音楽之友社昭和45
(囿762;訊1)
世界音楽史を四つの時代に分け,それぞれの時代に関
する最近の文献(欧文)を収録。

P.153‑155 近藤出版昭和46 ( 727;T)
デザイン関係の文献・遂次刊行物(和・欧)を収録。

25.「京都府立総合資料館所蔵デザイン料目録」同館
昭和39 67P.(迦028.757;K)
昭和39年4月現在の同館所蔵のデザイン関係の文献を
収録。

26.書道参老書一覧表平山槻月「書道教育汎論」有朋
堂昭和35(図書館になし)
27.版画参考書目「日本版画美術全集別巻
P.116‑123 講談社昭和37 (但762;U)
和・欧文の版画に関する文献を収録。
28.写参考文献重森弘沌「写真芸術論 P.200
美術出版社昭和42 (囿740.1;S)
29.写主要文献へノレムート&アリソン・ゲルンシャ
イム「世界の写真史」 P.292‑293 美術出版社
昭和42 (圃740.2;G)
欧文で書かれ北ものの主要文献目録。
30.印刷関係文献目録日本印刷年鑑」日本印刷新聞社
年刊(師749.05;N)
31.「世界陶磁全集」 16冊河出書房新社昭和30‑33
(図害館になし)
日本編・茶器編・中圈編・朝鮮編・海外編・現代編か
らなり,各巻毎に文献目録を収録している。

32.日本陶磁参考文献一・小山富士夫日本陶磁総覧

ぽしにものに限り,海外のものも若干収録している。

音楽史

きれナこい。

0.音楽史文献目録ウ寸レソ・ド・ワイト・アレン「音
楽史の哲学 1600‑1960」巻末音楽之友社
昭和43 (圃762.05; A‑1a)
1600年以降の音楽史に関する文献(欧文)を収録。
1.世界宗教音楽史参考文献野村良雄「世界宗教音楽
史」 P.285‑297 春にk社昭和42 (師765;N)
宗教音楽(イム教音楽,ユダヤ教音楽,回教音楽,キリ
スト教音楽)の歴史に関する文献(和・欧)を収録。
全般的なものも収録している。

(V〕演劇
2.主要研究書・雑誌目録演劇映画放送舞踊オペラ辞
典」 P.1043‑1070 白水社昭禾口30 ( 790;13)
演劇・映画・ラジオ・テレビに関する主要な研究書・
雑誌を外国書を含めて収録。
3.参考文献,全集・双書目録早稲田大学演劇博物館
「演劇百科大事典」 6 P.173‑239 平凡社昭和37
(尋770.3; E)
参考文献:演劇・音楽・餐踊・映画・放送など各芸能
の主要な参考文献(昭和37年3月現在)を集め,簡単な
解説をしている。翻訳書,外国舎も含む。

全集・双書目録:能楽・汀f昭璃・歌1肌伎・近1Ⅱ資料・
現代劇那よび捌訳劇のそれぞれについて主要な全集・
双書をあげ,その内容を示している。
4.演劇関係書目録,雑誌掲載論文目録早稲田大学演劇
博物館「演劇年報」(図書館のものは1947年版のみ)
5.「日本演劇研究書解題」河竹繁俊博士喜寿記念出版
刊行会編平凡社昭和41 353、51,68P
(気082.フ72; K)
昭和40年末までに出版され北日本演劇に関する単行
書,叢書(割訳書・外国書を除く)を書名順に排列して
解題しナこもの。巻末に書名索引,分類目録・人名索引が
あって検策に便利である。

47.能研究の手引・文献目録片桐登「日本の古典芸
能」 3 P.337‑354 平凡社昭和45 (圃772.1;N)

48.狂言研究の手引・研究文献目録田口和夫「日本の

(

古典芸能 4 P.335‑360 平凡社昭和45
(師772.1; N)
49.狂言研究文献目録古川久東京女子大狂言研究会

57.主要雑誌記事目録,主要雑誌シナリオ目録,映画関係
図書目録「映画年鑑」時事通信社(@798;E3
但し,図書館のものは1950 64年版のみ。
58.雑誌掲載シナリオー覧,映画・テレピ関係出版害籍一
シナリオ作家協会年鑑代表シナリオ集
ダヴィ*ト社(気912.フ; N)
過去一年間のものを遂次掲載。
9.映画文献エドガール・モラン「映画」巻末
みすず書房昭和46 (圃778.01;M)
欧文のものを収録しているが,邦訳のあるものはその
書名を往記している。
J

46.世界演劇史参考文献藤木宏幸「演劇の世界史」
紀伊国屋書店昭和41 (図書館になし)

56.現代映画参考文献「現代映画事典」 P.381 393
美術出版社昭和42 (@フ78.03;G)

H ロースン
0.映画参考文献
映画芸術論」
巻末岩波昭和42 (師778 01;L2)欧文。

1.日本映画書誌」山口竹美著 立元祐生発行
昭和12 281P.(但016.798;Y)
映画渡来期より昭和12年までに出版され北関係文献を
収録。

62.「日本映画文献史」今村三四夫著鏡浦書房

文学第24巻7号 P.89‑116 岩波書店昭年31

昭和42 387P.(図書館購入予定)

(囿P900.1; B)

50.浄瑠璃研究の手引・参考文献目録河合世津子「日
本の古典芸能」 7 P.329‑342 平凡社昭和45
(飼772.1; N)

〔Ⅶ)その他
63

<・花・香研究の手引横井清他「日本の古典芸
能」 5 P.311‑329 平凡社昭和45 (師772.1;N)
六 :守屋毅花:波戸祥晃香:川島将生

64

茶道文献解題久田宗也「伝統芸術講座」6
P.295 312 河出書房昭和31 (目708;D)

65

「華道文献目録」池坊学園短期大学図誓館編
伺大華迦文化研究所昭利32 110P.(⑱016.383; D
全国142の凶禽館の所藏する華通忙関する文献を収め
北総合凹録。
いけばな重要資料文献略解題重森三玲「伝統芸術
講座」 7 P.279 287 河出書房昭和29
( 708; D)

51.歌舞伎・文楽文献解題一基礎資料を中心としてー
浦山政雄「伝統芸術講座」 2 P.417 428 河出
柱房昭汎130 (⑯708;D)

52.歌舞伎研究の手引守屋毅「日本の古典芸能 8
P.333‑351 平凡社昭和46 (師772.1;N)

53.歌舞伎成立史研究序説服部宰雄「歌舞伎成立の研
究」 P.1‑70 風問書房昭和43 (師774.2;H)
明治以後の歌既伎成立史研究について述べ北ものであ
るが,文巾に関イ系論文・文献を紹介している。

〔Ⅵ〕映画

66

67

民族芸能文献解題池田弥三郎「伝統芸術講座」4
P.249 257 河出房昭和29 ( 708;D)

卵

寄席研究の手引関山和夫肥田晧三「日本の古典
芸能 9 P.313 331 平凡社昭和46 (フ72
1;N)

4.主要研究書・雑誌目録「演劇映画放送舞踊オペラ辞

(

典」→〔V〕演劇を参照のこと。

5.映画関係参考文献「映画百科辞典 P.549 556
白楊社昭和29 ( 798;12 4)

映画に関する単行本(和・欧)を収録。

同志社大学図書館の歴史(その田

新図書館の建設一2
1915(大正4)年9月,新図書館建設の第1期工事が完了して翌
月1日にはその開館式が行なわれにのであるが,鉄骨煉瓦造り4階
建て延約200坪(660"゛)に近いこの建物には書庫をはじめ閲覧室,
研究宰浦よぴ事務室などの諸施設もあり,一応図書館としての条件
はみナこしていナこが,あくまでも、書庫'として建てられナこもので,
図書館本館舎の建設は次に予定きれていた第2期工事を待になけれ
ばならなかっ元。しかし,旧図書館(現在の有終館)が教室に転用
きれて,蔵書が理科学館内の仮図書室をはじめとして各所に分散し
ていナこような最悪の状態からは抜け出して,それらの図書をここに
移すことができ元ことは関係者にとっては大きなよろこびであっ北。
蔵書がそこに移きれ,分類目録(カード)が完成し,きら{て和漢書
については了ルフ丁べッ H慎の書名目録(カード)の作製にも着手
きれたし,また,蔵書中の貴重書を選ぴ出して特別室に別置保管き

れるなど図書の管理や運用の体制が整えられる一方,神学部学生に
対しては館内に設けられた大学研究室(読書研究室)を夜9時まで
開放きれるなど泰仕面でも努力きれるところがあっナこ。このよ 5な
情況のなかで閲覧者数粘よび利用図書数は漸増の傾向を北どって,
1915(大正4)年度の閲覧者総数は4,003人,利用図害総冊数は
フ,210冊であっナこが,翌年度になると前者は10,301人,後者は9,521

校友

山本唯

郎氏

冊となり,第一期工事完了後は飛躍的に増加し北,一方,蔵書の増加も目ぎましく蔵書総数は1914 (大正3)年度には
33,150冊であっナこが1917 (大正6)年度には42,954冊となり 4年間で約10,000冊の増加を見てぃるのである。これらの増
加図書のなかには1917(大正6)年7月,大原孫三郎氏の好意によ。て寄贈されナこ山路愛山遺蔵書(愛d̲1文庫) 3,276冊
をはじめとして,内外篤志家の数多くの寄贈図書が含まれていることに注目しなければならないし,われわれ同志社人は
これら多くの人々の善意に感謝するとともに,それに答えなければならない。
1918(大正7)年,新らしく大学令が公布きれ,同志社大学もそれまでの専門学校令による、同志社大学,から大学令
による'大学'に,いわゆる昇格する北めに内容の充実・制度の整備が進められ着々として実現の方向にはあっ北。しか
しながらその問,内には原田社長(総長)辞職問題,外には第1次世界大戦とそれにともなう物価の高騰などがあって必
ずしも平穏ではなかったが,よく難局をのり越えて1916(大正5)年3月には致遠館を,ま北女子部に於いても家政館,
静和館の新・増築をあいついで進めた。ま北1917(大正6)年9月には社務と校務とを分雜し,従来の社長(総長)の学
長・校長兼任制度を廃止し,各学校にそれぞれ学長・校長を置いてその職務・権限を明確にしたが,図書館に粘いても同
年9月,それまで主任であ。た組谷定治郎氏の辞任ののち,瀧本誠一教授を館長に依嘱したのである。この初代館長は
1919(大正8)年1月21日辞任し,後任には同年3月1日に荒木良造氏が図書館長事務取扱に委嘱きれ,同年,荒木館長
事務取扱は大学予科教授に任ぜられたが,そののちも館長事務取扱を兼任し,やがて館長となり1938(昭和13)年まで在
任しナこ。な枯この当時の館員は2 3名であって,1917(大正6)年から1919(大正8)年のあいだには田中良馬,小野
定治,太田旭,柳島彦作の諸氏が相前後して在任した。
そして,1915(大正4)年,第1期工事を完了して、数年来の問題ナこりし図書館建築の其緒1て着くを得た'のであるが
大学の拡張・充実,学生の増加,蔵書の急増,利用者の漸増は次の歩を進める必要を痛感させ,早くも翌年には、大学研

究室(研究読書室)の如き常に其狭縊を感じ図書館建築の急務を感ずること益々切なり'という状態であ。て,その早期
実現が切望きれるに至っに。そこで1918(大正7)年,校友山本唯三郎氏の寄付金,まず43,311円をうけてここに待望の
図書館本館舎の建設が進められることとなって同年9月17日その定礎式が挙行され北のである。

実例を中心とした

資料のさがしかた一3‑
SALTとは何の略号ですか」ーーー等々,数々の質問が図書館のカウソター
「公害について調べナこいのですが・
に寄せられてぃます。係員は,それらの質問に対する資料探索の方法を,できるだけ適確にアドバイスする北めに待機し
て浦ります。

今回は,「公害について」を例にして,資料への接近の方法を,簡単に紹介しましょう。

(

1 図書資料からさがす場合

書かれた観点

内容によって
異なる分類番号(個所)例

質問例 1〕
宇井純の公害についての凶書ありますか。

(伊H)

ノ『、

害について

回答著者名がわかっていますので,著者目録Ui,Jon
主な観点・内容

のところをみて下きい。

がありますか。
回答この場合は,書名がわかっているのですから,書名
目録の Kδgain0 亘ton のところをさがして下きい。所蔵
していれぱ,「公害の理論」木村恒行著(圃519.5;K 5)

︑︑

(質問例 2〕
著者名は忘れにのですが,「公害の理論」という書名の本

律〔行政法〕
環境衛生〔衛生学・予防医学〕
都市問題,都市政策・公害対策
〔地方自治〕
都市衛生(産業衛生)(衛生工学
都市工学〕

分類番号
圃 323.98
@ 498.4
師 318.フ
519.5

というよう1て見出すことができます。
(伊ル)
◇〔質問例 1・ 2〕の場合のよづに,あらかじめ著者
録を利用して下さい。
(質問例 3)
公害について調べ北いのですが,分類個所がわかりませ

主な観点・内容
オートメーシ.ソ,自動制御工学
(工学基礎学〕
オートメーシ,ン〔経営学〕
制御装置,調速機,変速機
(機械工学〕

分類番号

師圃罰

名か,害名のわかっているときは,著者目録か書名目

オートメーションについて

501.9
336 69
531.38

ん。

回答目鍔仂ードケースの上に,分類表を備付けています
ので,稠べナこい主題の分類番号(個所)を知り,分類目録
を利用すれぱ,所蔵する資料がつかめます。
◇分類表は,学問分野を10の部門に分け,さらにその部
門を系統的に細かく分けて構成,配列されています。
ナこゞ,別表のように,その図書の書かれ北観点,内容
によって分類番号'が異なりますので,注意して下き

◇法令,判例,資料等を収録し北事典,ハンドブック,

便覧類の参考図書もあります。下記のものは,いずれ
も参考図書室にあるものですが,数例をあげて枯きま
す。

「公害法ハンドブック」金沢良雄等編
第一法規 1969 (加除式)(駈323.98;K2)
「公害六法」昭和45年版厚生省環境衛生局公害部

、

その他,言葉(主題)又は,事項の分類番号を知る

編(飼323.98;K5)

手がかりとなる分類相関索引もありますので利用の

'72公害便覧」環境科学研究所編(気519.5;K1の

際は,係員に相談して下さい。

公害白害」 1969 年刊(卿519.5;K)

合年度から「環境白書」として発表。
「公害用語事典」環境科学研究所編 1971
(飢519.5; Kの

がありますし,学外については,「学術雑誌総合目録」

〔質問例 4〕
図書館以外の部科,他館には,公害に関する図書はどんな

(文部省大学学術局編)(囿027.5;M)その他があります

ものがありますか。あれぱ閲覧できますか。
回答学内の場合は,「同志社大学蔵書目録」(1964年4
月以降受入新分類図書を収録)がありますので,どの研究
室に,どんな図書が所蔵きれているかわかります。又,他
の図書館についても多くの各館蔵書目録を備えていますの
で,カウンターに申し出て下きい。北ゞ,所蔵していて
も,部科,図書館によっては利用できないところもありま

ので,所蔵機関がわかります。ナこゞし,図害と同じよう

す。

に,利用できるとは限りませんので,カウンターで相談し
て下きい。
Ⅲ新聞の記事からさがす場合
〔質問例 10〕
公害関係の新聞記事をきがす場合,早くみつける方法はあ
りませんか。

回答本館で所蔵している「朝日」「京都」「毎日」「日本
経済」「読売」の各新聞の縮刷版の各号に記事索引があり

1 雑誌の論文・記事からさがす場合

ます。特定記事の掲載日時不明のときも利用して下さい。

〔質問例 5〕

「世界」の46年1月号の公害に関する記事をみにいのです
圏図書・雑誌論文の各章,巻末等に参考資料(文献)

が・・'・・・。

回答雑誌目録力ード(雑誌・紀要・新聞)で,請求記号

が,掲叔きれていることが多くあります。それらの図

(「世界」の場合 P051;S)を調べてカウソターに請求

書名,雑誌名により,種々の目録で所蔵の有無を確か
めて利用する方法も,資料のさがし方のーつです。

して下きい。

圏特定主題の文献目録(二次文献)(伊」:経済学文献季

〔質問例 6〕

公害につぃて雑誌の論文からも調べナこいのですが・ー・・。
回答雑誌記事索引人文・社会篇(国立国会図書館編)
(P027;Z)の公害の個所をみて下きい。数多くの雑誌の
記事が,下記のようなか北ちで紹介されています。
(論題名)

(執筆者)
小林純

(誌名)

安全でない安全基準:世界

(巻号・刊行年月・掲載ページ)
302 (n.1) P314‑322

報)も多く刊行されていますが,「公害」についても
次のよづなものがあります。
「公害関係雑誌論文目録1 3」(国立国会図書館
月報肱111 113 a970.6 ‑8)掲載〕
「公害行政・公害法関係邦文雑誌論文文献目録1
3」(国立国会図書館月報肱73 75 a967.
4‑6)掲載〕
「地方自治体刊行公害関係資料目録稿」〔参考書誌
研究創刊号(1970.1D P.49‑72 掲載)

◇一度,試みに利用して下きい。便利なことがわかりま
す。

上記以外にもありますので,カウンターで問い合せて
下さい。
團「公害1てついて」一般的な資料のきがし方を紹介しま

(質問例 7〕

論文の著者(執筆者)がわかっているのですが,どの雑誌
に掲載きれているのかわかりません。
回答雑誌記事索引別冊の著者索引がありますので,それ
をみれは記事索引の該当ページに北どりつきます。それに
よって雑誌名,巻号を知ることができます。

したが,質問例の中で挙げ北参考資料は,一部のもの
にしかすぎません。法律,文学その他あらゆる主題,

分野を調べ北いときでも,伺じような方法で応用でき
ます。
わからないときは,どんなことでも係員に質問して
下さい。できるだけ援助します。

〔質問例 8)

2 3年前の「中央公論」に,公害についての特集が出て
いナこと思うのです力ξ一・・・・。

回答雑誌記事索引の公害の個所でさがせます。又,「中
央公論総目次」(P051;C‑2)が別冊でありますので,
85巻5号(1970年5月号)に、特集公害'として掲載さ
れていることがわかります。
(問例 9)
雑誌記事索引で必要な雑誌をみつけ北のですが,本館にあ

りません。どこ力Xてありませんか。
回答学内の雑誌は,「同志社大学雑誌・新聞総合目録

な浦,本誌「びぶり溺てか」肱1から、文献探索一二次

文献の利用一'及ぴ,肱9からこの、実例を中心とし北資
料のさがし方'をシリーズで掲載していますから,各号を
併せて参考にして下さい。

ピック・アッフ゜

本学図書館所蔵アダム ・スミス旧蔵本
三

故柴山健

教授寄贈本

英国の著名な経済学者,道徳哲学者で,「諸国民の富」の著者であり,経済学
を体系化しナこ始祖といわれているアダム・スミス(Adam smith,1723 179の

0., T 茸宜

の蔵書4冊,「言語起源論」(ofthe o"宮in and pmgToss of Language
EdinbU熔h,1773,1774,1776 and 1787. Anon.)が,本学図書館貴重室にあ

4金ψ
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る。

0 王'

著者は,匪名であるが,そのタイトルから推察すれば,スミスと親交のあっナこ
モンポドゥ(Lord Monboddo, James B川nett,1714 1799)の「言語起源論」

L A N G U A G E,

と、思われる。

スミスは,自己の蔵書の総カタログをつくらせナこほどの蔵書家であっナこので,
古くからスミス蔵書の文献目録の研究はきれていナこ。即ち,代表的なものとして
は, James Bonar,1、A catalogue of the l"ibrary of Adam smith,2nd ed.,
London,1932, P.118」があり,我が国でも,小林昇「HIROSHI MIZUTA :
ADAM SMITH'S LIBRARY. A supplement to Bonat's catalogue witb a
Check‑Hst of the whole Libtary. cambridge university press,{or The
Royal Economic society,1967. xix+153P.^紹介と感想^」,『立教経
済学研究」第21巻第4号,1968年1月,矢内原忠雄「東大経済学部所蔵アダム

スミス蔵書について」,水田洋「アダム・スミスの蔵書」,アダム・スミスの会
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/大河内一男編『アダム・スミスの味』等があり,スミスの蔵害については,
べて網羅きれているはずであっ北が,奇しくも,本学で所蔵している4冊は,
つたくふれられていなかっナこ。ただ,1781年に,スミス自身がつくらせた蔵書力

Adam smithの蔵書「ofth. ohgin
and progress of Language̲1 第 1巻

タログには,"OH宮in & P"og詑Ss of Longoage.3VOIS."とあり,水田洋氏

のタイトル尺ージ

ネ1DCCI.×1111.

も,その旨を記しているにすぎない。

この4冊のスミスの蔵書は,京都帝国大学経済学会「経済論叢」第18巻第1
号,1924年1月刊(アダム・スミス生誕二百年記念号)の中で,本庄栄治郎氏の

「了ダム・スミス生誕二百年記念会記事」の中に紹介きれ,1923年6月5日京都
大学で開催きれ北スミス生誕二百年記念会に,同志社図書館より出品され北旨,

ADAM SMITH

記きれている。

各冊のタイトルページには,"Ad G辻fo,d"の署名と"G,anton House, Edinb‑

Urgh"の浮出印があり,表紙うらのみかえしには,「ADAM SMITH」の蔵書
票と「本書ハ柴山健三君ノ好意ヲ以テ当図書館二寄贈セラレタルモノ也大正六

DOSH!SHA UBRARY.
1

ちなみに,柴山健三氏は,1916年から1940年の間,同志社に在職きれ,同志社
大学文学部教授,同志社大学予科長等の要職を歴任きれ同志社の教育に,多大の
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好意,以テ幡凱冉

弓厶膨三

館二寄扮︑,ν'ル

日

山崎怜氏論文「あるスミスの蔵書について」

舶ノ也

ーー鰯隷卸".)

圃志耻杏館

述べられている。
参考文献

大孔rⅢ卑,"/

貢献をきれナこ方である。
永年,アダム・スミスについて研究され,造詣の深い香川大学経済学部教授山

崎怜氏は,本学図書館に於いて,本学図害館所蔵アダム・スミス旧蔵本を研究調
査され,その詳細を研究論文にまとめられている。同氏は,「同志社大学図書館
は,これ(アダム・スミスの蔵書)を世界的な誇りとして良いと思います」と

9

年二月一日同志社図書館」との寄贈票が,貼付きれている。

Adam smithの蔵書票と故柴山健三
教授寄贈票

あとがき
"びぶり論てか"12号を那届けい北します。同志社東京分室を通じて,校友横浜礼吉氏より「基督教社会思想史」他
20冊の図書の寄贈の申し出がありまし北。御芳志厚く御礼申し上げます。
志

"びぶり浦てか"
同
社大学図書館報卜ぬ12.
発行同志社大学図書館
京都市上京区今出川通鳥丸東入
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門
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