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 我々の身の回りには物があふれている。狭

い家の中には当面不必要ではあるがなかなか

捨てることができない物で埋まり、生活に不

便をきたす程である。そのため、整理術や物

を如何に捨てるかなどの技術を指南する本も

出版されベストセラーになったりする。その

せいでも無かろうが、ゴミ捨て場には十分に

使える家具や電気製品が捨てられているとい

う。家に物を収納出来ない位、物持ちになっ

た（豊になった）ということもできるが、そ

れらの物を収納できる十分に大きな家を持つ

ほどには豊になっていないとも言える。 

 図書や資料の収集と保存は、図書館の役割

の１つである。蔵書数の多さや貴重な資料が

収蔵されていることが、その図書館の誇るべ

き特徴として良く紹介されている。 毎年出版

される図書は膨大な数に上るので、収集する

図書を厳選しても図書館の蔵書はかなりのペ

ースで年々増加する。そのため図書館は建築

後一定の年数が経つとスペース不足に悩まさ

れることになる。我々の家のスペース不足は、

不要と思われる物を捨てることで解決される

が、図書館で収集した図書や資料には基本的

には捨てる物は無い。そこで、将来を見越し

てこれらの保存を如何にすべきかが真剣な考

慮の対象となっている。今ここでその方策を

議論する積りは無い。ここでは、資料を保存

することの大切さを示す例を2，3挙げてみよ

う。 

 学生諸君は金子みすずという名をどこかで

聞いたことがあるだろうか。1903（明治36）

年に生まれ1930（昭和5）年に自ら命を絶っ

た薄倖の童謡詩人である。当時「若き童謡詩

人の中の巨星」とまで西条八十から賞賛され

たそうであるが、早世のためか長い間埋もれ 

ていた。児童文学作家矢崎節夫氏により1982 

 

年に彼女の未発表の430編の詩が発見された。

生前に発表された詩はほぼ 90 編ということ

であるから、実に5倍近い未発表の作品が世

に出たことになる。これを機に全集が出版さ

れ、テレビや新聞などのメディアでも何回か

取り上げられたため、読者も一気に拡がった。

彼女は山口県大津郡仙崎村（萩市の西方20km

に位置し、日本の渚100選にも選ばれた青海

島の浮かぶ日本海に面した漁村。現在は長門

市に属する）の生まれである。その関係で長

門市の中心部にあるショッピングセンターに

は金子みすず記念館が併設されており、また

仙崎には、JR美弥線の仙崎駅構内にみすず館

が設けられている。ここではさすがに地元と

いうことで、みすず通りもできており、彼女

にゆかりの地が観光スポットとなっている。

地域の活性化のために金子みすずが一役買っ

ているわけで、冥界でさぞかし苦笑している

ことであろう。また、彼女の詩碑や文学碑も

ゆかりの地に20程建立されている。これらの

記念館や詩碑などは、いずれも1982年以降に

設けられたものである。作品の発見により埋

もれていた詩人が、如何に劇的に蘇ったかが

分かる。 

 長野県上田市郊外の塩田平（この近辺には

古刹が多く信州の鎌倉とも呼ばれている）に

ある戦没画学生慰霊美術館／無言館には窪島

誠一郎氏（同館館主）らによって全国の遺族

から集められた、戦没画学生の絵画や遺品が

展示されている。これらの画学生は当時無名

であったので、遺族によって保存されていな

ければ人の目に触れることもなく、埋もれて

行く運命にあった絵画である。個々の作品だ

けでは大きな力とはならなかったかも知れな

いが、これらの絵画は一同に展示されること

により人々に大きく訴えるものとなったと言



えよう。 

 先程、我々は豊になったが家の大きさは十

分では無いことを述べた。昔ならば、旧家に

は蔵がありそこには当主すらも存在を知らな

い色々な資料が代々残されていたものである。

本学の附属図書館に小島武郎氏より寄託され

ている、小島家文書もそんな資料の１つであ

る。これは坂井郡野中村（現在の三国町）の

大庄屋小島家に、江戸初期から明治中葉まで

代々保管されてきた資料である。その関係す

る範囲は広く分量も多い上に保存状態も良い 

ため、この地方のみならず日本近世史を研究

する上での貴重な資料となっているという

（影山 剛、小島家文書目録はしがき）。 

これらの例は、残すべき資料には色々な種類

があることを教えてくれる。全ての資料を保

存できるのであれば問題は簡単である。しか

し、時代と共に資料は増えており、収蔵を考

えると資料の保存は厄介な問題である。我々

は次の世代に何をどの様にして残してゆくべ

きか、図書館の利用に際して、時にはこんな

ことにも思いを巡らせて欲しいものである。 

  （こだいら・としゆき 附属図書館長） 
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 福井大学に情報処理センターができてから

13年目の今年、ようやく総合情報処理センタ

ーへの拡大・拡張計画が実現する運びとなっ

た。関係者の長年にわたる努力が実り、新し

い世紀とともに総合情報処理センターがスタ

ートすることを心からお祝いしたい。 

  この機会に、約20年ほど前、情報処理セン

ターの設置をめざして福井大学を挙げて動き

出した頃を振り返ってみる。その当時、今の

学生諸君はまだ生まれていなかったか、生ま

れて間もない頃で、パソコンや日本語ワープ

ロが、ようやく商品として売り出されたばか

りだった。 

  福井大学には、工学部の建物の片隅に学内

共同利用電子計算機室（電算室）があり、1

台だけ電子計算機（いまでいうコンピュータ）

が備えてあった。電子計算機を使うといえば、

利用者が紙の上にプログラムを書き、電算室

まで出掛けてカードにプログラムやデータを

パンチし、それを電算室の計算機に読み取ら

せ、計算機が用紙にプリントした結果を手に

することだった。計算機の処理は一瞬のうち

に終わる簡単な計算でも、パンチカードを読

み込ませる順番に計算するので、利用者が多

いと１日以上かかることもあった。 

  電算室の当時の計算機には、処理の進行状

況を表示したり処理に優先順位をつけたりす

る機能がなく、自分より先に計算を依頼した

利用者の結果が出るまでは、いつ自分の計算

が終わるのか見当がつかなかった。自分の計

算結果が電算室の返却棚に入っているかどう

かを知るために、電算室まで何度も足を運ん

だ。 

  本学の附属図書館にも専用の電子計算機が 

あり、蔵書の管理などに使われていた。しか

し紙テープにパンチする古い方式だったこと

もあって、急増する図書に処理能力がついて

いけなくなっていた。また各研究室でも専用

の計算機が必要な時代になった。その当時、

すでにアメリカでは大型計算機だけではなく、

ミニ・コンピュータ（ミニコン）と呼ばれ何

人もの利用者が同時に使うことができる TSS

（時分割多重）方式の計算機が普及していた。

さらに、いくつかのミニコンの間で互いにデ



ータの交換や通信もできた。 

  そのほか、大学入試に全国共通一次試験（い

まの大学入試センター試験）が導入された。

これらの試験では、初めからコンピュータ処

理用のマークシート方式が採用されたため、

電算室の計算機が入試の成績処理を引き受け

ることになった。当然のことながら電算室で

は需要に応じ切れなくなってきた。とはいえ、

大学で必要な計算機をすべて導入することな

ど予算のうえでも無理だったから、とりあえ

ず電算室が中心になって新たに情報処理セン

ターをつくる計画をたてることになった。 

  さらに図書館関係では、文献検索や論文な

どの学術情報の全国的な流通、つまりデータ

ベース化をはかるために、文部省が東京に学

術情報センターをつくる準備を進めていた。

各大学の図書館の職員にも応援の要請があり、

当時の伊藤茂夫学術情報係長らが上京して、

しばらくの期間、精力的に作業を手伝った。 

 このように、時代は高度情報化社会の幕開

けといわれ、福井大学でも情報処理センター

の設置は今でいうＩＴ革命の先駈けのような

役割を期待された。他の大学でも同じ状況だ

ったので、いくつかの大学から文部省に情報

処理センター設置の申請が殺到したと聞いて

いる。それだけに、どのようなセンターをつ

くるのか、福井大学全体で議論を重ね、計画

を練った。とりわけ、この計画には図書館業

務が重要な位置を占めていたので、図書館か

らも伊藤係長のほか当時の平泉浤祥運用係長

らが情報処理センター設置準備委員会のメン

バーに加わって活躍した。 

  結局、文部省に福井大学として正式に情報

処理センターの設置を申請してから、ようや

く３年後に予算が認められ、1987 年 12 月、

図書館の東隣りに現在の建物が完成し、同年

2 月に情報処理センターが開所した。同時に

電算室はその役割を終えて閉室となった。 

  この情報処理センターの建物には屋上に少

し風変わりな換気塔がある。これなどは当時

の建築学科の岡崎甚幸先生が研究室の学生や

院生とともに設計に参加し、コンピュータ中

心の施設を人間味のある温かなデザインに仕

上げたものである。 

  また、情報処理センターの英語名は 

Information and Communication Processing 

Center (ICPC)と名付けられた。この名称には、

単に狭い「情報処理」だけに閉じない新しい

コミュニケーションの時代を迎えた意味が込

められていた。情報処理センター設立当初か

らキャンパス全域に光ファイバー・ケーブル

幹線が敷かれ、学内のパソコンが情報処理セ

ンターの大型コンピュータに接続された。こ

の大型コンピュータは全国各地の共同利用大

型計算機センターや学術情報センターに接続

された。全国的、さらに世界的な広がりを見

せ始めたコンピュータ・ネットワークの一角

に福井大学も加わることになったわけである。

通信速度や華やかなWindows環境を別にすれ

ば、現在の電子メールなどのネットワーク環

境の基盤、あるいはインターネットの原形が

実現したといえる。 

  情報処理センター関連の機器構成は、主に

富士通株式会社のシステムに決まり、とくに

図書館ではセンター発足後も同社の協力のも

とに独自のソフトウエア開発を進めた。また、

実現はしなかったものの、図書館と情報処理

センターさらにキャンパス内の主な建物を福

井県立大学のようなアーケード（屋根付き通

路）で結ぶ計画も検討された。 

  ところで、情報処理センターの設置を計画

した当初から、つねに議論が繰り返されたこ

とがある。それは、①センターを中心に他の

コンピュータがタコやイカの足のように（？）

センターの主計算機の下に接続される「（中

央）集中処理方式」と②各利用者のコンピュ

ータ（端末）が対等・平等に相互に接続され

て通信できる「（地方）分散処理方式」のいず

れが望ましいか、ということであった。当時、

全国共同利用大型計算機センターをはじめと



する各大学の計算機センターのほとんどは

「集中処理方式」、アメリカのミニコン・シス

テムは「分散処理方式」であった。 

  情報処理センターに大型計算機などの設備

や資源をまとめて配置する集中処理方式は保

守や管理の面で有利だし、各利用者が自由に

相互通信や資源の交流ができる分散処理方式

は柔軟に多様なコンピュータ利用ができる、

というわけで、なかなか決着がつかなかった。

各コンピュータ・メーカーの開発状況やアフ

ター・サービスなども考えて、情報処理セン

ター発足後の数年間は集中処理方式が採用さ

れた。とくに、図書館では、大量の新たな入

力データのバックアップなどのために、情報

処理センターと一体となって業務のコンピュ

ータ化を進めた。 

  その後、パソコンやワープロの急速な普及

と性能の向上とともに、分散処理システムの

中心であったミニコンがワークステーション

という名の小型・高性能のコンピュータに変

身していった。図書館では早い時期に専用の

ワークステーション・システムを導入し、情

報処理センターから独立して運用する形とな 

って現在に至っている。最近はパソコンがさ

らに高性能・多機能化したので、福井大学内

ではワークステーションという呼び名もあま

り聞かれなくなった。 

  いまやインターネットさらに携帯電話など

を通じて、人と人とのコミュニケーションに

関するコンピュータ・ネットワークは時間や

空間を超えて広がった。このネットワークは

前述した意味での集中処理なのだろうか、あ

るいはまた分散処理なのだろうか？ 筆者に

は完全な集中処理も完全な分散処理も、いず

れも実現が難しいように思われる。国内外の

政治や経済の世界についても、同様な思いが

ある。 

  また、学力や社会を正常に保つ良識などを

めぐって、若い世代に対する教育改革が叫ば

れている。以前のように、時を忘れて長編・

難解な書物あるいは根気の要るコンピュータ

のプログラミングなどに挑戦する若者が増え

てほしい。とりわけ図書館や総合情報処理セ

ンターには、そのような学生諸君の心強い支

えとなることを期待している。 

（はせがわ・けんじ 福井大学名誉教授） 
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 複製本が出ることが多くなったような気が

する。形態はさまざまである。元の本とでき

るだけ同じ装釘にしようとする複製もあれば、

そこまではこだわらないものの多色刷による

もの、網掛けの白黒、網掛けのない白黒もあ

る。外形も、本の形、ロールフィルム、フィ

ッシュ、CD-ROMがあり、またDVDも出ている

だろう。 

 かつてマイクロフィルムで出されたものを

CD-ROMで出しなおす、ということもあるよう

だ。マイクロフィルムなら、マイクロリーダ

ーでしか見ることはできないが（ルーペを使

って見たりもするが）、CD-ROM であればパソ

コンさえあれば見ることが出来る。印刷する

ことも出来る。 

 いずれにせよ、複製本の存在はありがたい。

あまり数のない本が複製されることによって、

ある程度の数が存在することになる。お金さ

え出せば購入して手許に置くことが出来る。

また購入できる財力が無くても、また欲しい

と思った時には既に品切れになっていたとし

ても、その複製本を購入している図書館へ行



けば、たいした手間も無く閲覧することが出

来る。原本が貴重書であれば閲覧できない場

合も多いし、閲覧出来るとしてもいろいろな

手続きが必要であったりするのだから、閲覧

に面倒な手間のいらない複製本と言うのは大

変ありがたいわけである。 

 ところが、それほど希少でないものも複製

される。もちろん、一つ一つは希少ではない

が揃えるのは難しい、というようなものの場

合は、まとめて複製してくれることがありが

たい。また、どこの古本屋にでもあるのだが、

何故か高値で安定していて手が出せないもの

を安い値段で複製してくれるものもありがた

い。同程度の値段であっても、古本屋によっ

ては「国立大学は支払いが遅いから公費では

売らない」というところもあるので、新本で

出ることは有り難いといえば有り難い。 

 さて、このように複製される本は、古い本

であることが多い（比較的新しい本である場

合には復刻や復刊と呼ばれるのが普通であろ

う）。そして著者や編集者、装釘した人の著作

権が切れているものも多い。そのような場合、

複製にかかる費用は、元本から版下を作って

印刷し製本、あとは宣伝流通のためのもので

はないかと思うのだが、付けられている定価

は意外に高いことが多い。個人研究者に買っ

てもらおうというよりも、図書館などに買っ

てもらおうという考えで作っているせいであ

ろうか、発行部数が少数で、従って値段も安

くはできない、というところであろうか。中

にはある文庫をすべてマイクロ化したものが、

分売不可で一千万円以上の値段で売られてい

たこともあるが、これなどは、複製が売られ

ているということよりも、その文庫の書物が

すべてマイクロ撮影された、ということを喜

ぶべきであろう。 

 希少なものをマイクロ撮影することは必要

なことで、天下の孤本が撮影されることもな

く存在しているというのは恐ろしいことであ

る。ひとたび、天災・人災がおこれば、その

本はこの世から消え去ってしまう。関東大震

災の後にコロタイプによる複製ブームが起き

たり、阪神大震災の後に芭蕉直筆とされる『奥

の細道』が世に出て複製本が作られたのも天

災の恐ろしさを感じたからである（ついでだ

が『おくのほそ道』の善本である素龍本は福

井県にあり、これも複製本がある）。人災も焚

書や廃棄、古本屋によるツブシなどがあるが、

元の本は消えてしまってもマイクロだけでも

残っていれば、文化的損失は少なくて済む。 

 和装本の撮影を業者に依頼すると、裏が写

らないように間に紙を挟んだりするなど手間

がかかることもあり、1 枚あたり百円以上の

料金になる。この他に焼付の費用がかかり結

構な額である。私は前任校にいた頃、奨励研

究の科研費を貰ったことがあるが、機械も買

わず交通費にも使わず、ほとんどを和装本の

撮影料にあてた。それだけ複本を作ることが

出来たわけで、文化に貢献できたと、自分の

科研費の使い方に満足している。 

 話は変わるが、書籍を電子化する電子図書

館というものがかなり現実味を帯びてきたよ

うに思う。当初は目録を電子化することで事

たれりとしてきたように思うが、近年は書物

の内部まで電子化しようという動きが見えて

きた。国立国会図書館では著作権の切れてい

る書物４万冊を電子化してインターネット上 

に公開する計画であるという。 

 この電子化は、テキストではなく、画像に

キーワードを施したもののようだが、それに

しても画期的なことである。もちろん、すで

にいくつかの図書館で電子化書籍の公開が行

われている。その動きは大学図書館で多いよ

うである。たとえば、国語国文学の分野では

京都大学や奈良女子大学の附属図書館、画像

だけのものでは東京大学附属図書館の霞亭文

庫、大阪市立大学学術情報センターの森文庫

などを思い出す。ネットワーク環境がまだ不

十分で転送速度が遅いので、画像の場合には

まだ快適とは言い難い部分もある。しかし特



に古い資料の場合にはテキストだけでなく、

画像もあるほうがよいので、今後ネットワー

クが高速化して行けば、とても便利になるで

あろう。 

 ところで、先程書いた複製本の元本も、そ

れを所蔵しているのは公共の図書館であるこ

とがかなりある。特に大学図書館は貴重な資

料や、学術的に有用な資料を多く有している

ので、そのような資料を、出版社による複製

本の刊行という方法ではなく、インターネッ

ト上への公開という方法で世に広めることが

出来ればよいと思う。研究者にとっては大変

ありがたいものになる。勿論乗り越えるべき

ハードルは多い。著作権については、著作者・

編集者・校訂者・装釘者の死後50年を過ぎた

ものを選べばよいが、なんといっても手間が

大変である（手間ではなくお金をかける手も

あるが）。和装本などの場合は、写真撮影の上、

フィルムスキャナで読み込む、というのが一

般的に行われている方法であろう。直接フラ

ットヘッドスキャナにかけて読み込むことも

可能だが、白黒2値ではなく濃淡も写るよう

にして読み込むと（和装本などはそうしない

と読めないものが多い）、とても時間がかかる。 

 それでも電子テキスト化する手間にくらべ

ればまだよい。OCR を使ったとしても校正に

は非常な手間がかかる。研究の必要上、ある

作品の電子テキストが必要で、それが活字化

されている場合、OCR を使うことになるが、

手持ちの本が書物としてそれほど重要でない

場合、たとえばいつでも買える文庫本であっ

たりすると、その背表紙を切り落としてから

ドキュメントフィーダのついたスキャナにか

ける。本の形のままスキャナにかけるには、

ずっとそばに着いていて本を押さえつけてや

らねばならないが、製本を解いてやれば勝手

に読み込んでくれるので、はるかに楽なので

ある。 

 電子テキスト化するには、この後OCRにか

けて校正するのだが、画像はもう出来ている。

現行の書籍の場合はこれを公開することは出

来ないが、著作権切れのものであれば、その

まま公開することも可能である。 

 しかし、諸権利の切れているような古い本

は背表紙を切り落とせないし、ばらばらにな

ってしまった本をフィーダにかけようとして

も、紙質の問題でうまくは行かない。その場

合は一旦コピーした方がよい。画像としては

劣化するが、どうせ古い活字ではOCRにかけ

ても認識率は低いので、テキストは「検索し

て引っ掛かればもうけもの」という程度のも

のと考えて、画像化することを目指すのであ

る。書籍の形の複製本に画質の面では劣るが、

読むことは十分に出来る。 

 私も、個人的にそのような画像ファイルの

公開を進めて行こうと目論んでいる。画像は

ある程度あるので、大容量のサーバーさえあ

れば、それは可能である。 

  （おかじま・あきひろ 附属図書館委員） 

 

 

 

 



インターネット図書館インターネット図書館インターネット図書館インターネット図書館    
       柳柳柳柳    瀬瀬瀬瀬    龍龍龍龍    郎郎郎郎    

 

 インターネットのブラウザで「図書館」を

検索したところ、次のような項目が検索結果

として表示された。 

医学図書館、一般情報、音楽図書館、オン

ライン図書館、学校図書館、環境図書館、企

業、教育図書館、芸術図書館、県立図書館、

公共図書館、交通図書館、国立図書館、自然

科学図書館、ジャーナル、定期刊行物、社会

科学図書館、スポーツ図書館、大学図書館、

団体、逐次刊行物、地図図書館、知的所有権

図書館、点字図書館、特別 コレクション、図

書館員、図書館情報学、ビジネス図書館、文

学図書館、文学館、文学、文書館、リンク集 。 

このうちの「オンライン図書館」のリンク

を辿ると、オンライン図書館へのリンク （入

り口）が幾つか表示され、それを辿って行く

と、幾つかの無料公開の電子図書館に入るこ

とが出来、小説や詩、エッセイ、評論等を閲

覧できた。さらには 

・「J-text 日本文学学術的電子図書館」-（学

術研究向き電子テキストを公開。依拠本文を

明記）や 

・「京都大学電子図書館」 - （樋口一葉小説

集、博士論文論題一覧、貴重資料画像や富士

川本、蔵経書院本等の特殊文庫目録等）など

が検索結果として表示され、また自由にこれ

らを閲覧することができる。また、 

・"次世代電子図書館システム研究開発事業"- 

（海外調査報告書、論文集）や 

・「自由文庫」 -（ 著作権フリーな文書、資

料の書庫） 

・書籍デジタル化委員会 - 電子化されたテキ

ストのリンク集等。 

・私立PDD図書館 - 各種パプリックドメイン

データを公開。 

・ディジタル図書館ネットワーク - ワークシ

ョップ、シンポジウム情報、Web 版「ディジ

タル図書館」等、電子化された日本語テキス

ト - 古代から現代までの電子化されたテキ

ストのリンク集。文学中心。 

・東京工業大学電子図書館(TDL) - 理工学分

野の情報資源データベース。 

・図書館情報大学ディジタル図書館 

・日本文学関係テキストファイル等 - 電子化

された日本文学のテキストを作品別・五十音

順で紹介。 

・日本文学等テキストファイル - 古典から近

代文学までの電子テキストリスト。岡島昭浩

による。 

・バージニア大学・ピッツバーグ大学日本語

テキスト・イニシアティブ - 古典から近代ま

での文学作品の電子テキスト。 

・パイロット電子図書館 - 大規模な電子図書

館のプロトタイプシステム。21世紀の本格的

な電子図書館構築を目指した実証実験を行う。 

・モバイル図書館もばりぶ - ザウルス系モバ

イル機器対応の電子テキスト等。 

 研究を目的とした場合には論文リストある

いは論文、一般的な出版物なら古典から近代

までのほとんどの出版物のリストさらには、

一部のものについてはテキストが自由にいつ

でも見ることができる。また音楽関係の分野

では楽器の写真やその音色まで聞くことが出

来、これらの「情報」の森や樹海に迷い込ん

だら何年経っても飽きることはないだろう。

しかも、これらの「情報」はすざましい勢い

で増加している。 

自分の図書館の建設自分の図書館の建設自分の図書館の建設自分の図書館の建設    

 これらの情報は、個人的な立場からみれば、

ほとんど整理されていない状態で、言って見

れば無限に立ち並ぶ巨大な倉庫群があり、し

かも夫々の倉庫の中には種々雑多な本が山積



みにされたような状態である。しかも大量の

本が毎日毎日新しく運び込まれている！ 

  図書館は、その中身が同じであるにもかか

わらず、なぜ本の倉庫とは言われることがな

いのか理由は簡単である。必要なときに、必

要な本の所在を見つける、あるいは少なくと

もそこには存在しないことを知ることが出来

るからである。 

 一方、どこにどんな本があるかを気にせず、

本を心の赴くままに手にとって広げて、じっ

くりと時間を過ごす。本好きな人にとってま

さに至福の時であろう。インターネットで、

あちこち気の向くままウエブページを渡り歩

くいわゆるネットサーフも、これまた好きな

人にとってはついつい時間を過ごしてしまう

ことになる。先の話に戻れば、種々雑多な本

が山積みになった巨大倉庫のなかで、次から

次と本を読み漁り何時間も過ごしてしまうよ

うなものである。 

 しかしである。いかんせんインターネット

には図書館がない。と言うよりも必要なとき

に必要な情報をうまく探せないことがよくあ

る。 

 インターネットでは検索エンジンと言うも

のが利用できる。この検索エンジンとはキー

ワードを指定してそれが含まれるウエブペー

ジを探し出してくれるものである。例えば、

冒頭では「図書館」と言うキーワードでその

言葉を含むウエブページを探した。ところが、

このキーワードを検索エンジンにうまく与え

ないと、なかなか目的とする情報に辿りつけ

ない。それはその情報を必要とする理由に対

し、キーワードで検索された対象がどのよう

な位置付けになるのか咄嗟に判断できないか

らである。不思議なことに、ウエブページで

検索された情報は「あとでこれを順番にじっ

くり検討すればいいや」って思わない、いや

思えないのである。なぜか「紙」媒体の印刷

物を手元に置いたときのような「しめしめ」

みたいな実感がない。急いでその情報の価値

判断を下さなくてはならないような半ば強迫

観念じみたものがそのときはいつも伴うのは

私だけだろうか。 

このような場面に遭遇することを避けるた

めにも、ウエブページに存在している、自分

にとって関心のありそうな情報を常日頃整理

整頓しておくことがインターネットで情報を

うまく利用するコツである。これはすなわち

「個人用のインターネット図書館」を所有す

ることに他ならない。 

 いわゆる図書館の場合、 

1)情報の実体がたいていそこに存在する。 

2)予算を使って情報を購入するために購入で

きる情報の量についての制限が強い。 

3)情報の「発生」から利用可能となるまでの

時間的遅れがかなり存在。 

4)いったん利用可能となった情報はほとんど

その状態が半永久的（？）に保持/維持される。 

5)個人的な建設、維持はほとんど不可能とい

ったような特徴がある。これに対し、インタ

ーネット上に図書館が存在するとすればその

特徴は上記の場合とまったく逆になる。また

そうでなければ意味がない。すなわち、いま

町や学校にある図書館とインターネットにあ

るべき図書館は互いに役割が異なるものとし

て、利用すべきであるように思われる。 

 次に、インターネット上の情報を整理し、

自分が望むとき必要な情報に容易にアクセス

出来るために、インターネット図書館が備え

て要るべき条件について考えてみる。 

上記の 1)から 5)とは逆の特徴を備えてい

るわけであり従って、 

a)情報の実体がそこにないわけであるから、

まず物理的な空間がほとんど必要ない。  

このために図書館の日常業務はあくまでイン

デックスの管理のみに徹底することができる。 

b)インターネット上に（有料または無料にか

かわらず）公開されている全てがその管理の

対象となるわけであり殆ど無制限の情報量が

アクセス対象となりうる。従ってこれまでの



図書の管理の仕方とは全く異なった方法が必

要となるかもしれない。例えば経験的に重要

な情報が発せられる可能性の大きいウェブサ

イトを予め示しておく。この場所を人工知能

などの技術を使って自動的にこれらの場所を

巡回チェックし、新しい情報が発せられたら

「新刊書」のコーナーなどに自動的にそのイ

ンデックスあるいはリンクを記録する、とか。

このような技術は現在すでに一般的に使うこ

とが出来る時代にはなっている。しかしその

新しい情報を使いやすく整理、区分、統合す

るためのいわゆるインターフェイスの部分は

殆ど手付かずとなっている。実はこの部分が

最も重要なのである。現在のところ、「図書

館」どころか「ガラクタおきの巨大な倉庫」

の状態しか用意されていない。 

c)インターネット上に次々と生み出される情

報は、殆ど生み出されるとほぼ同時に我々は 

アクセスすることが出来、時間遅れがない。

従って情報インデックスの維持管理も常時行

われなければならない。 

d)情報のインデックスのみ維持管理すればよ

いので個人でも持つことが可能かもしれない。 

 インターネット上に存在する有効な情報に、

効率的にアクセスできるような個人用インタ

ーネット図書館を実現することは可能であり、

また可能でなければならない。 しかしそのた

めには上にあげたような問題が解決されなけ

ればまさに「情報の洪水」に溺れるのみであ

る。 

 振り替えって見れば、図書館において「本

の洪水」に溺れることがないのはひとえに、

日頃図書館の業務に携わっておられる職員の

方々の賜である。感謝。 

   （やなせ・たつろう 附属図書館委員）

 

 

附属図書館の拡附属図書館の拡附属図書館の拡附属図書館の拡張整備計画と当面の課題張整備計画と当面の課題張整備計画と当面の課題張整備計画と当面の課題    
  上上上上    木木木木    忠忠忠忠    義義義義    

 

拡張整備計画拡張整備計画拡張整備計画拡張整備計画    

1. はじめに 

 福井大学附属図書館では，これまでも大学

における教育・研究・学習等の支援，生涯教

育の推進などを目的として活動してきました。

しかし，ネットワ－ク，情報メディアを初め

とする情報社会の加速度的な進展が予想され

る21世紀を迎え，本学図書館の建物の現状は

新しい時代に対応していくことが極めて困難

な状況にあり，施設・設備・機能等の拡張整

備の必要に迫られています。これらを踏まえ

附属図書館では平成の始めから拡張計画が大

きな課題とされ検討してきており，平成8年

9 月に「福井大学附属図書館将来構想第 1 次

報告書」が出されました。この報告書では増

築，改築及び新築の各工法についてのメリッ

ト，デメリットをそれぞれ検討し，出された

結論は，増築及び改築はデメリットが大きく

検討から除外し，別の敷地に新築する案が最

善の方策であると結論付けています。 

 しかし，作成当時の国の財政事情と昨今の

国の財政事情及び本学の整備状況を考えると 

き，別の敷地に新築する案は非常に厳しい状

況にあります。このことから，平成 12 年 10

月の附属図書館将来構想検討委員会で，より

実現性のある増築・改修で再整備する計画を

立案することで委員会の了解を得ました。 

2. 図書館の現状 

 現在の建物は，昭和41年に建設され，その

後2回の増築により今の姿になったものであ

ります。外面はある程度体裁を整えています

が，内部は再度の増築により動線が途切れ，



特に書庫内は迷路のようで資料を効果的に配

置できず，日常の図書館サービスに支障をき

たしています。 

 昭和 57 年の増築以降何らの拡張対策を実

施してこなかったため，延べ面積において著

しい不足をきたしています。 

 その結果として，収容能力を約10万冊強超

過しており，収容能力は既に飽和状態にあり

ます。配架資料の詰め込みすぎや分野によっ

ては図書や雑誌を横置き・床積みしている状

況下にあります。その他に，やむをえず利用

頻度の低いと思われる資料の箱詰め，別置を

しています。 

 保存スペ－スの当面の狭隘化対策として 

 ・不用資料の廃棄：重複資料約1万冊を11 

  年度に廃棄 今後も継続予定 

 ・資料の電子媒体化：二次資料を中心に 

  CD-ROMに切り替え，冊子体の廃棄 

 ・修士論文の収集・保存の見直し：各学部 

  で保存 

 ・収蔵密度を高める：集密書架の導入 平 

  成 11年度から学長裁量経費で区画毎に 

  整備を実施中です。 

 閲覧室においても書架の増設は非常に困難

です。現在の閲覧座席数(357 席)は利用対象

者数(4,693人)の 7％強にしかすぎません。こ

れは閲覧席において同規模大学の3分の2に

も満たない状況であります。これ以上閲覧席

を無くして書架を設置することは試験期など 

に極端な閲覧席不足を招くことになるので避

けなければなりません。 

 保存スペースの余裕が全く無い状態では，

教官から研究室貸出し図書を返却したいと申

し出があっても容易にこれに応えることがで

きません。このような状況下でも毎年1万冊

のペ－スで蔵書が増え続けています。 

3. 増築・改修計画 

 建物の狭隘化に伴う弊害が随所に出ており，

利用者サ－ビスの向上を阻害しています。ま

た，年々増加する図書館資料を収容するとい

う基本的な保存機能すら充分に果たせなくな

ってきており，現施設では激動する社会の変

化に柔軟に対応することは到底無理です。 

このために早急に抜本的な対策が必要であり

ます。平成10年 10月の大学審議会答申『21

世紀の大学像と今後の改革方策についてー競

争的環境の中で個性が輝く大学ー』の中で21

世紀初頭は大学の個性化を目指し，「知」の再

構築が強く求められる時代となっていくもの

と考えられるとしている。大学改革の中で利

用者の求める多様化，個性化を目指して「知」

の宝庫である図書館を整備充実し，マルチメ

ディア化を推進することが現在の図書館の急

務です。 

 増・改修の方法としては図書館単独で築庭

の一部を取り壊して増・改修する方法，又は

図書館と情報処理センタ－とは，機能面でも

業務面でも関係が深いこと，又，最近一部の

国立大学では，同センタ－と図書館を統合化

した建物を併設しているところが見られるよ

うになってきています。本学でも積極的に機

能・施設面の統合化を図った建物を建設する

方法も考えられます。 

４．おわりに 

 今後増・改修を各方面に働きかけることが

必要になってきますが，その説得力を増すた

めにも，教職員と学生の皆さんに，どのよう

な図書館が欲しいかアイデア・意見を広く伺

いたいと考えていますので，是非ご意見をお

寄せいただきたいと思います。 

 

当面の課題当面の課題当面の課題当面の課題    

1. 利用者サ－ビス 

(1)情報リテラシ－（情報活用能力）教育の充実 

  平成11年度から共通教育「大学教育入門 

 セミナ－」の一環として図書館の利用方法 

 等についての教育を実施していますが，こ 

 れを総合的なものに充実・発展させ，利用 

 者の情報活用能力程度に応じた教育を実施 

 する必要があります。 



(2)図書館の公開 

  現在，一般市民への公開は，館内利用に 

 限るなど限定的なものとなっています。大 

 学によっては市民への蔵書の館外貸出しを 

 行っているところもあります。一般市民に 

 貸出しを実施するには，本学の教官や学生 

 の利用に支障の無いように充分に複本を揃 

 える必要があり，予算措置が必要でありま 

 す。 

2. 電子図書館的機能の充実 

(1)目録所在情報遡及入力の早期促進 

  目録所在情報は文献複写・相互貸借・資 

 料の保存・管理等にとって必須の情報で， 

 電子図書館の基盤をなすものです。遡及入 

 力したデ－タは，端末機さえあれば，どこ 

 からでも，いつでも所蔵・所在情報を検索 

 することができます。遡及入力が終わるま 

 で，所蔵資料を探すにはＯＰＡＣ（オンラ 

 イン利用者用目録）とカ－ド目録の併用が 

 避けられず不便です。そのためにも，遡及 

 入力をできるだけ効率良く実施するように 

 努力を重ねています。未入力約23万冊をこ 

 れまでの方法で入力していくならば，完了 

 までに相当長期間を要することとなります。 

 抜本的な方策を建てることが必要でありま 

 す。 

(2)電子ジャ－ナルの整備・充実 

  本学では現在，冊子体を購読していれば 

 無料で利用できるものを中心に，図書館の 

 ホ－ムペ－ジを通じて利用提供を開始しま 

 したが，教育・研究に必要な学術情報基盤 

 として不可欠であるとの認識から，有料電 

 子ジャ－ナル・サ－ビスの導入を図る上で 

 の課題として，次のことを検討する必要が 

 あります。 

 (ｲ)電子ジャ－ナルによる情報提供の迅 

  速・的確性の評価 

 (ﾛ)電子ジャ－ナルによる利便性の評価 

 (ﾊ)利用状況の把握 

 (ﾆ)コンソ－シアム契約及び多年度予約等 

  の契約上の課題 

 (ﾎ)予算措置 

(3)本学で生産する学術情報の発信 

  大学図書館の新しい機能の一つとして， 

 大学で生産された学術情報の研究成果を広 

 く発信していくことが求められています。 

 教官の研究成果を発表する紀要及び本学で 

 授与する博士学位論文を利用者がいつでも， 

 どこからでも利用しやすい形に電子化して 

 図書館のホ－ムペ－ジを通じて公開する方 

 向で，関係委員会と相談して実施したいと 

 考えています。 

3. 福井大学五十年史の刊行 

 附属図書館では福井大学創立五十周年記念

事業の一環として，福井大学五十年の歩みを

回顧し，半世紀を経た大学の歴史を，福井大

学五十年史として平成14年3月に刊行するこ

ととしています。原稿執筆スケジュ－ルが遅

れぎみにあるので，執筆者の協力を得て間に

合わせたいと望んでいます。 

    （うえき・ただよし 附属図書館事務長） 
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 若い人々に老人が嫌われるのは、御説教と

自慢話に繋がる思い出話ばかりするからだと

思います。定年直前の私の記事も、まさに老

人のたわ言ですから気楽に読んでください。 

 大学を卒業して、紙パルプ会社に就職、石

見の国、江ノ津の工場に追いやられました。

文化はつる所での寮生活、暇な時間を先輩達

と酒を飲むか、一人で部屋で本を読むかで過

ごしていました。多士済々の先輩の中に、博

学多才で仕事も良く出来る池田さんと言う方

がおられました。この先輩の部屋に遊びに行

ってびっくり仰天、部屋には本以外何も無い、

多種多様な本が所狭しと置かれていました。

今でも鮮明に覚えているのは、「神藤、お前の

知識は岩波新書の域を出ていないな！」の池

田先輩の一言です。高校、大学時代、広い分

野で岩波新書を読みあさり、雑学の大家だな

どと自惚れていたましたが、この一発で吹き

飛んでしまいました。 

 その後、機会を得てアメリカの大学博士コ

ースに留学しました。留学生活では社交も重

要な役割を果たします。アメリカの社交はパ

ーティが中心です。ここでは、自分の専門を

話題にするのは御法度で、本当にいろいろな

話題が出てきて、会話の輪が広がります。こ

れに加われない人は、専門バカの教養の無い

人として、だんだん相手にされなくなります。

私が、何とかやってこれたのも、岩波新書版

の教養をベースに、池田先輩の厳しい一言を

受けて、新書より一歩踏み込み、深めた読書

のお陰だと思います。まさに、「読書は身を助

ける」を実感しました。 

 何事も面白いと思わなければ続きません。

義務で本を読むのでしたらちっとも面白くあ

りません。どの分野の本でも構いません。自

分が面白と感じた本を出発点に読書の輪を広

げて行けばよいと思います。 

 朝永振一郎先生と共にノーベル物理学賞を

貰われたファインマン、『ご冗談でしょう、フ

ァインマンさん』を読んで、面白い人だなと

思ったら、『困ります、ファインマンさん』、

『ファインマンさんの最後の冒険』、『ファイ

ンマンさんは超天才！』、「さようなら、ファ

インマンさん」、そして本格的な伝記の『ファ

インマンさんの愉快な人生』と読み続ける。

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』を英

語で読むのもいいですよ。英語はそんなに難

しくありません。本当にこの本は面白くて、

読み始めたらやめられなくなります。更に、

あの有名な『ファインマン物理学』で、物理

を学ぶ。ファインマンの伝記を読んで、科学

者の伝記に興味を持ったら、科学者の伝記を

いろいろ読んでみる。ノーベル化学賞と平和

賞を受賞したポーリング、「もしアメリカ政

府がヨーロッパへの出国をあの時彼に許した

ら、本当はもう一度化学賞を取ったかもしれ

なかったのに」などなど、『ポーリングの生

涯』は、化学者の端くれの私にとって、たい

へん面白い本でした。 

 朝永先生が、どんな本を出しておられるの

か。先生は、物理学者としてばかりでなく名

文家としても名高く、素晴らしい『鏡の中の

世界』を始めとして洒脱で軽妙な随筆をたく

さん書かれています。岩波新書にも名著の『物

理学とは何だろうか』があります。みすず書

房の『朝永振一郎著作集』にもチャレンジし

てみたらどうでしょうか。 

横にも、縦にもどんどん世界が広がります。



こうすると、岩波新書版の知識（教養）から

抜け出して、より広く深い知の世界へと入っ

て行けます。 

 ＩＴ革命とどう付き合うか？コンピュター

の歴史を読むことから始めたらどうでしょう

か？。この歴史は結局、コンピュターにまつ

わる人間の生臭い話です。デファレンシャル

エンジンのバベィジとエイダ、アナトソフと

モークリー、ＩＢＭとワトソン、ウォズ、ジ

ョブズ、ビル・ゲイツなどパソコン革命の英

雄達の話などは、ノンフィクションの読み物

としても非常に面白いし、学ぶところも多い

ですよ。 

 皆さんに読んで欲しい本をいろいろ紹介す 

るよりも百聞一見にしかず。この30年間に私 

の好みに任せて買い込み積ん読した本のうち

主として自然科学と教育に関係する約350冊

を、工学部4号館308号室付近の廊下にある

2 つの本棚に、開架図書として退官の土産に

置いておくことにしました。いろいろ面白い

本がありますし、もう絶版になった本も、初

版本もあります。 

 どなたにでも、返却期限なしで貸し出して

います。面白そうだ読んでみようと思う本を

自由に持って行ってください。返すか返さな

いかどちらでも構いません。自分が手元に置

きたかったら手元に、他の人にも読んで欲し

かったら戻せばよいのです。とにかく一度ど

うか見に来てください。 

   （しんどう・ようじ 工学部教授） 

 

考えるための入門書考えるための入門書考えるための入門書考えるための入門書    
畠畠畠畠    中中中中        稔稔稔稔    

 

いつだったか「修論の要旨はできた？」と

学生に尋ねたところ「要旨って？・・・ああ

デジメのことですか」との返事である。２、

３日後その学生のノートパソコン上に「修論

出締め」のファイル名を見た。レジュメ

(resume)をデジメと聞き、日本語と思って、

「修士を出る締めくくり」と納得したのだろ

うか、洒落だったのだろうか。日本語は、ひ

らかな、漢字、カタカナの３種の文字をごち

ゃまぜにして使う。最近はカタカナが多くな

って、文章としても何となくしまりが悪くな

り、よくいわれる日本語の曖昧さを助長して

いるような気がする。カタカナも含めて言葉

の意味を正確に把握するのは結構難しいこと

です。辞書、辞典が離せないばかりか、それ

だけでは片づかない。例えば、ある意見を「そ

れは原則に反する」、「民主的でない」、「その

ような前例はない」といって排斥する人がい

る。ものごとの原則とか民主的とかいう言葉

は、人によって捉え方が異なっていて、つき

つめると、その人の考え方に関わってくる。

多くの場合、私達は言語で考え、そしてその

結果を言語で表現するわけですが、それでは

どうしたらいい考え方ができ、表現すること

ができるのだろうか。 

この短いコラムで、考えることを扱ってい

る次の２冊を紹介したいと思います。１つは

丸谷才一著「思考のレッスン」（文藝春秋社）

です。「オリジナリティのある意見、新味のあ

る意見、それなら口に出して言うべきだけれ

ど、他の人が言った意見をただなぞってしゃ

べるのは、時間の無駄じゃないか。そう思う

んですね」という平易な語り口でわかりやす

い。「本を読む場合、言葉の使い方に注意しな

がら読むことが大切です。著者がその言葉を 

どのような意味で使っているかを、批判的、

分析的に読む」。ものを考えるには、多くの人

の本を読んでいろんな考え方、いろんな表現



のしかたを知ることは当然のことですが、も

のを考える第１段階は自分で謎（問い）を持

つこと、それを大切に自分で育てることです

と言っています。何だって、なぜだろう、こ

んなことが出来ないだろうか、と思うことか

ら考えることは始まります。それを展開する

にはいろんな知識が必要なのです。本著は文

芸批評が中心であるが、著者の批判精神、も

のの見方のユニークさが出ていておもしろい。

さらに「人間にとっての最高の遊びは、もの

を考えることなんですから」と楽しそうであ

る。 

もう１冊は、立花隆著「脳を鍛える」（新潮

社）です。著者が東大教養学部で行った講義

をもとに書き下ろしたもので、２０代前後を

過ごす大学の４年間が自分の脳を鍛えるのに

どんなに大切な期間であるかを説いています。

まず、最新の脳科学の知見から、脳の発達に

とって刺激のある環境にいるかいないかで、

大脳皮質の発達が違い、その重さも異なって

くる。したがって、脳を鍛えるには、自分の

脳を刺激し豊かな環境におく。例えば知的に

育てたければ、知的刺激をいっぱい与える。

つまり環境が脳を変える。もちろん刺激はあ

らゆる方向から五感すべてに与えた方がよい。

音楽、美術、恋愛、友達との会話なんでもで

す。そういう環境に脳をおくかどうかは自身 

で選ぶわけだから、20才を過ぎたら自分の脳

は自分で育てろというわけです。話の進め方

は、論理的、実証的でそれ故にたいへん説得

力がある。「私はひたすらよりよく知ること

だけを求めて人生の大半を過ごしてきた人間

として、本当のフィロソフィアをやってきた

と思っています」。著者は仏文学科を出ている

が、その知的興味は、文学、哲学、サイエン

スとすべての領域の人間の知に向けられてい

る。この本を読んでも知識欲の旺盛さ、人間

の知を集大成しようとする意気込みが伝わっ

てくる。今、私達が生きている時代はパラダ

イムの転換期といわれています。社会におい

ても、あらゆる組織の中の停滞が洗い出され、

それはつまるところ組織を構成している個人

の資質に向けられています。「大学の 4 年間

なんてあっという間に終わってしまって、君

らはすぐに社会の荒波に丸裸で放り出される

ことになります。・・・その時になって、学生

時代にもっと本を読んでおけばよかったと思

うんです。（今の）自分の最大の資産（勉強可

能時間）を無意味にドブに投げ捨てているよ

うなものです」。ボーっと時をもてあそんでい

る学生には是非一読をすすめたい。 

（はたなか・みのる 共通教育第一部会 

 〔大学教育入門セミナー〕部会長） 
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 共通教育（伝統的な名称は一般教育）の英

語と異文化交流コースに所属する学生のため

の英語文法理論や英語コミュニケーションの

専門科目を担当しています。研究の中には理

論的な部分が多くあるのですが，外国語とし

て英語を学び続けるという宿命は，一生背負

って歩くことになります。 

 外国語を研究のデータとすることには，必

ずしも不利益だけしかないわけではありませ

ん。母国語を研究対象とする場合，それがあ

まりにも自然すぎるので，一度対象を突き放

して外国語として考える必要があるとも言わ

れています。はじめから外国語である英語を

対象にする場合には，最初から外国語ですか

ら，そのステップは必要ないわけです。 

 それにしても，自分の英語の能力に対する



不安は，常につきまといます。例えば，リス

ニングの能力を高めたいとか，語彙を豊富に

したいとか，的確な表現を常にできるように

なりたいとか，願いはつきません。英語の母

語話者に匹敵するような言語能力を身に付け

たい，と思い続けることになります。 

 英語の母語話者が文にどのような微妙な意

味を託しているかについて，専門的な議論を

踏まえながらも，理論的な雰囲気は前に出さ

ずに，例で教えてくれているのが，私の推薦

する安井稔著「納得のゆく英文解釈」です。

この本の中で行われている英文解釈の説明か

ら１つを選んで引用します。 

(1) a. All the woman built a garage. 

    b. A garage was built by all the woman. 

 34～35ページの説明に従えば，能動文(1a)

は2とおりに解釈可能で，その2つの意味は，

それぞれ，(2a)と(2b)となります。 

(2) a.その女の人たちは，みんなめいめい， 

   ガレージを建てた。 

  b.その女の人たちは，みんなで力を合わ 

   せて，ガレージを建てた。 

 指摘されているのは，できあがったガレー

ジの数は，(2a)の場合は，10 人いれば 10 個

であるのに対して，(2b)の場合は，何人いて

も1個にしからならいということです。これ

をただ単に「女の人のすべてが1つのガレー

ジを建てた」とだけ訳したのでは，配慮不足

の英文解釈になると書かれています。ところ

が，受動文(1b)には，このような多義性はな

く，できあがったガレージは1個にしかなり

ません。能動文と受動文でこのような違いが

なぜ生ずるのかについての説明は，「納得の

ゆく英文解釈」の34ページ以降をお読みくだ

さい。 

 この文章がきっかけとなり，この本を手に

して，英文解釈の（もっと言うと言語の）お

もしろさに興味を持つ人が出てくれば，この

文章を書いたかいがあります。 

（たち・きよたか 共通教育第二部会 

 〔外国語部会〕部会長） 

 

 

図書図書図書図書館職員の声館職員の声館職員の声館職員の声    

デジタルデジタルデジタルデジタル50505050年史年史年史年史    －－－－    内容はともかく、手法はデジタル内容はともかく、手法はデジタル内容はともかく、手法はデジタル内容はともかく、手法はデジタル    －－－－    
        木木木木    村村村村    幹幹幹幹    明明明明    

 

 福井大学も他の新制大学の例に漏れず創立

五十年を迎えました。これを記念して大学の

記念誌を出版する計画が持ち上がり、図書館

も1部局として原稿を執筆することになりま

した。この記念誌の執筆は教官が担当してい

ますが、図書館だけは事務職員が執筆するこ

とになりました。なぜなら、当時の図書館長

は50年史の編集委員長であり、大学の正史の

部分を執筆することになっていたので、図書

館の歴史までは手が回らなかったからです。 

 当時の事務長から私と西野係長に 50 年史

の執筆をとの話がもちかけられました。事務

長いわく「前の職場でもやっているから慣れ

たもんやろ」、とんでもありません。 

 前の職場(福井医科大学図書館)では、確か

に記念誌の編集作業や図書館の歴史を執筆し

ましたが、わずか10年の歴史を執筆しただけ

ですし、私が最初の図書館スタッフでしたか

ら、図書館すべての出来事や状況を把握して

いました。歴史を書くといっても自分の記憶

の糸をたぐれば、いろいろな出来事が出てき

ました。また、どこにどのような資料がある

かも把握していましたから、さほどの苦労は

ありませんでした。 



 福井大学図書館の歴史を執筆するとなると

そう簡単にはいきません。なにしろ、約 17

年ものブランクがありますから、福井大学の

歴史についてはほとんど知識がありません。

とりあえず引き受けたものの何から取り掛か

っていいかさっぱりわかりませんでした。と

りあえず、創設の頃をよく知っておられる当

時係長をしておられた方から、いろいろお話

を聞こうとしました。しかし、心当たりのお

2 人の内、お 1 人は遠く東北地方にすんでお

られ、ご高齢でもあったのであきらめました。

もうお1人の方は20年ほど前に現職のまま亡

くなられておられます。このような状況では

先輩の方からの聞き取りは困難と判断しました。 

 もう、自力更正の道しかありません。とり

あえず福井大学、福井大学図書館、全国の図

書館、福井県の図書館、それぞれの歴史を把

握する必要があります。そのために福井大学

図書館年表を作成することにしました。既に

刊行されている福井大学年表をベースに、い

ろいろな資料を漁っていく内に判明した事項

を追加していきました。 

 次に、図書館委員会議題一覧を作成し、ど

の時代にどのようなことが問題となっていた

かを調査しました。しかし、この段階で大変

なことがわかりました。私が担当する時代（師

範学校、工専時代から昭和40年代まで）のあ

る時代以降は、図書館委員会の資料そのもの

は残っているのですが、検討の経緯や結論が

書かれたものが残っていないのです。これで

はある問題についてどのような結論が出たの

かは、他の資料から推測することしかできま

せん。これでまたまた作業が困難になりました。 

 次に各時代の図書館の平面図を調査し、ま

とめました。更に図書館の写真探しです。先

輩をはじめとするいろいろな方に協力してい

ただきましたが、ほとんどが人物の集合写真

であったため、50年史用の写真には適しませ

んでした。図書館のアルバムもほとんどがレ

クリェーションなどの写真ばかりでした。最

終的に福井大学が記録として残してあったア

ルバムの中から図書館が写っているものをピ

ックアップして資料としました。 

 さて、これからが大変でした。いよいよ図

書館の歴史を調査、執筆しなければなりませ

ん。まず、郷土資料室、50年史資料編纂室に

どのような資料があるかを調査し、関連する

と思われる資料を片っ端から読破していきま

した。読破した資料に図書館についての記述

があれば、それらを全て抜き書きし、パソコ

ンに取り込んでいきました。私の担当は 50

から60ページですから、無駄な作業にも見え

ますが、図書館に関連する事項は、全て将来

へ残しておきたいとの思いから、あえて苦し

い作業に取り組みました。パソコンに取り込

んだ文章は最終的に約500ページにも及びま

した。これを全部手で入力していたのでは身

が持たず、時間もありません。 

 ここでデジタル機器の出番です。タイプ打

ちされている資料はスキャナーで取り込み、

文字認識ソフトでテキストファイルに、手書

きの資料は音声入力ソフトで入力し、テキス

トファイルにしました。しかし、音声入力ソ

フトは、私の福井弁のせいか、性能が悪いの

か誤認識が結構あるので修正に手間取りまし

た。また、図や写真などはスキャナーで取り

込み、フォトレタッチソフトで修正、または

デジタルカメラで撮影し、パソコンに取り込

みというステップを踏みました。 

 デスクトップパソコンでは持ち歩きに不便

ということで、ついにノートパソコンまで買

い込み、これを持ち歩いて職場で、自宅で、

通勤電車の中で入力しました。初期の頃の資

料は劣化が進んでいるので、ちょっとさわる

とぽろぽろとゴミが出ます。家族から毛嫌い

され、自宅の玄関先で作業をすることもあり

ました。 

 これらの資料の中から創設時の貴重な記録

が掲載されている資料を紹介します。 

   ・福井大学年鑑1951年版、1955年版 



   ・附属図書館沿革誌（タイプ、手書き混在 

     の非公式資料） 

   ・図書館報告（2号から「年次報告書」と 

     改題） 

   ・最初の図書館広報誌「橋」 

   ・新聞のスクラップ帳 

   ・福井大学30年史（発行されなかった幻 

     の書物） 

   ・学生便覧 

   ・福井大学学報 

   ・図書館日誌 

   ・館長引継書、事務長引継書 

   ・図書館委員会記録ファイル 

   ・福井大学附属図書館学芸学部分館概要 

     （昭和25年） 

 「福井大学年鑑」では、大学や図書館の創

設時の様子を確認できました。「附属図書館

沿革誌」には助けられました。この資料がな

かったらもっと時間が必要だったでしょう。

「福井大学30年史」にはちょっとがっかりし

ました。この資料をアレンジすれば原稿にな

るのではないかと思っていたのですが、図書

館についてはほとんど触れていませんでした。 

 次に「事務長引継書」は2代目事務長から

のものが残っていましたが、「館長引継書」は、

最初の頃のものが全然ありませんでした。館

長は2年で交代するので時代を追って図書館

の直面していた問題を探るのに適していると

判断し、あちこち探したのですが結局発見で

きませんでした。 

 原稿を執筆していて感激したのは、昔は「図

書館日誌」を毎日つけていたことです。昭和

28 年 9 月の台風 13 号による水害図書の消毒

の様子、また、昭和41年 5月の新図書館への

移転の様子やNHKが取材に来たことなどが克

明に記載されていたので、50年史を書くに当

たって非常に参考になりました。今の時代も

このような日誌があると後世に非常に役立つ

ことでしょう。せめて重要な出来事だけでも

記録しておく必要があるのではないでしょう

か。 

 さて、いよいよ原稿執筆です。引用や関連

部分の抽出だけでは原稿になりません。ここ

でもデジタル手法の出番です。 

 まず、文章の構成はワープロ・ソフトのア

ウトライン機能を利用しました。この機能を

使用すると構成はしっかりするのですが、文

章が上手になるわけではありません。これは

私の作文能力に依存します。できあがった文

章の校正にはワープロソフトの「文章校正」

機能や「表記揺れ」チェック機能、「読みやす

さ」の診断機能を利用しました。このように

デジタル機能を駆使してできあがった原稿で

すが、これは、「私のいろいろな思い」が一杯

詰まったアナログそのものの原稿でした。 

 最後に、 

 執筆期間中には公私に渡りいろいろなこと

があり、途中で何度も中断したり、くじけそ

うになりました。通常の業務と平行しての原

稿執筆ですから、勤務時間だけでは足りず、

土曜・日曜・祝日も原稿執筆に当てました。

原稿が完成したのは、ほとんどの通常業務を

引き受けてくれた私の所属する情報サービス

係員をはじめとした図書館のみなさんの暖か

いご支援とご協力があったからです。ありが

とうございました。（家族にも迷惑をかけた

ことを一言つけくわえさせてもらいます。） 

  （きむら・もとあき 情報サービス係長） 



史料管理学研修雑感史料管理学研修雑感史料管理学研修雑感史料管理学研修雑感    
田田田田    中中中中        美美美美    智智智智    子子子子    

 

 先日，雅楽とヴァイオリンのコラボレ－シ

ョン古澤巌・東儀秀樹「午後の汀」のコンサ

－トに行った。ヴァイオリンと雅楽の篳篥（ひ

ちりき）が主体のコンサ－トであった。 

篳篥は竹に蘆を削って作ったリ－ドを差し

込み，そのリ－ドから息を吹き入れ音を出す

縦笛であるが，その音は唇と頬の微妙な感覚

で演奏する楽器である。また演奏会などでリ

－ドが乾燥すると全く音がでなくなり，お茶

でリ－ドを湿めらさなければならないそうで

ある。同じ雅楽の中の笙（しょう）は，湿気

を嫌い湿気をとるために火鉢が必要なことは

知っていたが，篳篥のことは，このコンサ－

トではじめて知った。新しい発見である。篳

篥はヴァイオリンの伸びやかな音色とマッチ

ングし，本当に心に響くような，心温まる音

（音色）のコンサ－トであった。 

コンサ－トを聴きながら史料管理学の講義

を思いだしていた。雅楽のこれまで1300年の

永きにわたり伝えられてきたものは何だった

のだろうか。平安時代の雅楽は，一般庶民が

接する機会はほとんどなかった貴族だけが楽

しんだ音楽であり舞踊であった。雅楽という

伝統的な楽器の音色，また扱い方・舞踊を始

めとする保存継承を延々と続けてこれたのは

それを守る人がいたということに他ならない。

東儀氏は，著書「雅楽」（集英社新書）の中で，

「日本文化がいかに素晴らしいものかを知っ

てもらうのはとても重要なことだ。」としてい

る。 

同じことが，史料管理学の世界でも言える

のではないだろうか。便利な世の中となり，

高度に情報化と複雑化した現代である今，

我々を取り巻く環境は急激な変化をみせてき

ている。国民の「知る権利」は，2001年 4月

に施行される「情報公開法」に代表されるよ

うに情報に関しては，あらゆるニ－ズにこた

えなければならない状況になってきている。 

図書館も例外ではない。蓄積された資料の

情報開示への取組み方が史料管理学の基礎と

なってくる。米国国立公文書館の入口には，

二つの像があり，それぞれの台座には「過去

に学べ」「過ぎ去ったものは未来へのプロロ

－グ」と記されているという。また，講義の

中で，鈴江英一氏は「資料が利用しやすい状

態を生み出すという事は，適切な保存をする

ことである。そして，資料を広く利用に供す

ることは後世（未来）に今の状態で残すこと

であり，今の我々の使命である。」と述べられ

ている。 

「先人たちが残した貴重な史料類がいかに

素晴らしいものか知ってもらうこと」それに

は，我々がいかに史料を整理保存管理し，公

開し将来も使えるように残していくことが重

要であるという事である。 

大学図書館の電子図書館化といわれる時代

において，電子化の基礎であるどのような資

料が図書館にあるのかを知ってもらうための

遡及入力の推進・古文書等古記録（大学で派

生する資料を含む）史料の保存管理と情報公

開等々，電子ジャ－ナルを始めとする資料電

子化の波の中で，古い史料・新しい資料の

collaboration を進めて行くことが今後の課

題である。そして私自身研修によって様々な

ことを勉強し，出会い，体験し，発見してき

たことをもとに，今後も未知の世界を求め探

求心を持ち続け仕事をしていきたい。 

     （たなか・みちこ 図書情報係長） 



「図書館は無料貸本屋か」「図書館は無料貸本屋か」「図書館は無料貸本屋か」「図書館は無料貸本屋か」    
藤藤藤藤    田田田田    浩浩浩浩    範範範範    

 

 私は昨年4月に福井大学附属図書館に転任

してきました。現在は主に雑誌や消耗品の契

約･支払い等の業務を担当しています。 

ところで、私は館内職員唯一の独身男です。

休日の独身者ほど時間と金に恵まれた身分は

ありません。大抵の独身貴族はそれらを車や

ガールフレンドにつぎ込むのでしょうが、私

はちょっと違っていて、レコードやCD収集に

ハマッています。そんな自分にとって行き付

けの場所は、中古レコード屋や古本屋などで

す。福井では目当ての作品を見つけるのは難

しいのですが、それだけに見つかった時の喜

びは格別です。数千円で至福が味わえるので

安上がりな道楽です。 

先日も、古本屋へ至福を求めに出かけまし

た。そこで覗いた雑誌のワゴンセールで、つ

い手に取ったのが文藝春秋でした。普段は活

字だらけの雑誌は読まないのですが、刺激的

な見出しを見つけたためです。 

「図書館は無料貸本屋か」。 

この記事の内容はだいたい以下の2点に集

約されるように思います。 

① 最近の公共図書館はベストセラー本を

多く収集している。 

② このため、図書館はベストセラー本の無

料貸本屋になっている。図書館はアカデ

ミックな良書を優先的に集書すべきで

あり、著作権＝作者の権利をもっと大事

にすべきである。 

一見すると、もっともな話に思えます。た

だ、①はともかく②、特に著作権云々の話に

関して、私は何やら違和感を覚えてしまいま

した。 

聞くところによると、今年は日本に著作権

法が制定されて101年目だそうです。しかし、 

著作権というのは、よく耳にしますが実は馴

染みの薄い権利です。私は、古本屋で雑誌を

立ち読みしている自分の立場もわきまえず、

著作権について次のように考えました。 

 著作権について考える時、２つの相反する

スタンスがあるように思います。１つは、「作

者は苦労して作品を生み出したのだから、作

品は作者の所有物も同然。従って作者は自分

の作品で利益を得て当然である。」という立場。

もう 1 つは、「文化の発展は過去の遺産を元

に成り立ってきた。作品もまた然りである。

従って、文化の発展のためには作者の権利は

規制されても仕方ない。」とする立場です。前

者に従えば、作品は作者の財産ということに

なります。財産ですから、作者は自分の作品

に対して絶対で不可侵の権利を持つという考

えに至ると思います。この考えに依れば、極

端な話、図書館の存在は作者の権利を侵害す

るタダ読み機関だということになるでしょう。 

一方、後者に従えば、作者の権利は社会利

益のために制限され得ることになります。図

書館の存在は、まさにこの制限の上に成り立

つことができます。 

文面から察するに、先の記事の著者は前者

の立場なのでしょう。一方、私はどちらかと

いえば後者の立場を支持するものです。先程

の違和感の原因は、記事の著者と私の著作権

に関する考え方の相違にあるようです。 

もともと著作権は、16世紀のヨーロッパで、

国王が印刷業の保護育成を行うための独占権

として生まれたと言われています。印刷とは

本来、情報を大量に複製するための技術です。

そう考えると、著作権のことを英語では

copyright と言うのも納得できます（copy＋

right、つまり「複製する権利」です）。要す

るに、著作権はその成立時点では、作者の財

産を守るための権利ではなく、情報の大量複



製･流通を促進するための権利だったと考え

られます。情報の複製権から作者の自然権へ

という著作権理解の転換がいつごろ起こった

のかは分かりませんが、少なくとも作者の権

利という視点だけでは、著作権は捉えきれな

いのではないかと思います。 

以上の事から、図書館は著作権を侵害する

「無料貸本屋」だと言われる事に対して、私

は強い抵抗を感じます。 

とはいえ、図書館の財産は多くの人々によ

る知的活動の成果であることも事実です。利

用者も私達職員も、このことを今一度認識す

る必要があると思います。そして、図書館を

｢無料貸本屋｣などと呼ばせないためにも、私

達職員は更に業務に邁進する必要があると思

います。 

 その日の古本屋では、結局、目当ての品は

見つかりませんでしたが、１冊の雑誌がいろ

いろ考える機会を与えてくれたことは、意外

で嬉しい収穫でした。多くの利用者にとって、

大学図書館もそのような存在であったらと思

います。 

     （ふじた・ひろのり 総務係） 

 

「図書館の窓」として「図書館の窓」として「図書館の窓」として「図書館の窓」として    
     門門門門        恵恵恵恵    美美美美    

 

 昨年４月附属図書館に異動になり無我夢中

で働いた１年が過ぎようとしている。この 1

年間を漢字一文字で表現するとしたらどうな

るか…と年末にあるラジオ番組でやっていた

が、私は聞きながら「動」という文字が浮か

んだ。公私ともにまさに「動」の年であった。 

現在私がいる係は情報サービス係といい、

その名のとおり主として図書館の利用者に対

しサービス業務を行う係である。日々いろい

ろな利用者との出会いあり、ハプニングあり、

怒り（？）ありで結構自分では気に入ってい

る。実はサービス業務は全く始めてではない。

以前に福井医科大学の附属病院で外来の支払

窓口に３年間勤務したことがある。今の私に

は、図書館というものは…と述べるなどもっ

ての外、そうなるにはまだまだ時間がかかる

が、医大で経験した窓口業務から得られたこ

とや感じることを話したいと思う。 

  一口に「サービス業務」と言ってもいろい

ろなとらえ方があると思う。相手があるのは

もちろんだが、それが直接会話を交わしてで

あったり、パソコンなどの媒体を通してであ

ったり。また、その人たちが弱者であったり

と、一概に同じサービスでも相手によって私

達の取組みも変わってくると思う。附属病院

では病気の人たちがサービスの対象となるが

これがなかなか難しい。病気によって体ばか

りか心まで病んでしまい、何気なく私達が対

応したことでも裏目に出たり、気に障ったり

と神経を使ったものだ。しかし、私が常に心

掛けていたことは、とにかく親切ににこやか

に患者さんの立場に立って対応すると言うこ 

とだった。言葉かけはゆっくり丁寧にはっき

りと、比較的お年寄りが多いので自然に福井

弁丸出しの会話になるがこれはお手の物で、

私は人相手の仕事が向いているのかとも思う

くらい楽しいこともあった。そんな理由で、

今回図書館でサービス業務に従事することに

はあまり抵抗無くスムーズに入れたと思う。 

しかし、問題はこれからだった。初めての

図書館勤務でもあり知識も皆無に近い状態で、

いざカウンターに立ってみると対象は諸先生

方、いろいろな学問を学んでいる学生、夢中

で図書館を利用している留学生など、要求に

満足に応えられずにご迷惑をお掛けしている

と思う。時には自信が無くなることもあるが、



例えば、利用者から求められた古い図書を目

録カードから探し出し、喜ばれたりすること

がささやかながら私の喜びとなり励みにもな

っている。また、この喜びがサービス業冥利

に尽きるとも思っている。 

 今の私の課題は、もっと図書館のことに精

通し、ネットワークによる種々の情報検索面

で利用者の要求に応えるということである。 

最後に私が感じる図書館窓口でのサービス

業務とは、（私も生身の人間、毎日いろいろな

事がありますが）一歩カウンターに出れば笑

顔でさっそうと業務をこなす。「窓口」はその

図書館の顔であり、その評価は私達にかかっ

ているとの自覚で望みたい。そして私の場合

は、日々向上心を忘れず自分も学ばせてもら

おうという謙虚な気持ちを持っていきたい。

あくまでも私らしさを忘れずに…。 

     （かど・えみ 情報サービス係） 

電子ジャーナル電子ジャーナル電子ジャーナル電子ジャーナル    
水水水水    上上上上    滿滿滿滿    雄雄雄雄    

 

 最近の電子ジャーナルの発展は目覚しい

ものがあります。冊子体雑誌を押しのけて

学術文献情報の中心になろうとする勢いで

す。 

 しかし、それに対して拒否反応を示す研

究・教育者が少なからずいるのも現実です。

電子ジャーナルを利用するためのインター

ネット・学内 LAN の環境、パソコンの機能・

操作性は以前と比べて飛躍的に向上してい

るため、電子ジャーナルを「使う」という

ことでの不便さは解消されているのですが、

「読む」という行為においては、未だ紙（冊

子体）に替わるものはないという意識が根

付いていることが、拒否反応を示す一番の

原因と考えられます。いずれにしても、電

子ジャーナルは冊子体雑誌の副産物という

捉え方が研究・教育者の大半を占めている

ものと思われます。 

 ここで、電子ジャーナルの利点と欠点を

挙げてみましょう。 

<利点> 

 ･学内どこからでもネットワークを介して 

  24 時間利用が可能。 

 ･最新号の内容を逸早く見ることができる。 

 ･未着・欠号がない。 

 ･重複購入の必要がない。 

 ･書架がいらない。 

 ･検索機能がある。 

 ･データのダウンロードによるファイリン 

 グが自由にできる。 

<欠点> 

 ･蔵書が残らない。 

 ･契約を中止したらアクセスができなくなる。 

 ･出版社やネットワークなどに事故があっ 

 た場合のアクセス保証がない。 

利点は多く、また文献検索システムとリン

クを張るなどの様々な可能性を秘めていま

す。一方欠点は、契約を中止してアクセス

ができなくなることは大きな問題点になり

ます。しかしそれも、購読料金を支払った

年の分のアクセスを出版社が保証するよう

になれば、出版社が倒産しない限り大丈夫

ということにはなります。 

今、好む、好まざるに関わらず、雑誌の

電子ジャーナル化の波は着実に押し寄せて

きています。冊子体雑誌の発行を中止し電

子ジャーナルのみにするという方針をはっ

きりと示している出版社は現段階において

はないですが、それはもう時間の問題と考え

られています。 

 現在、本学図書館では、冊子体雑誌を購

入すれば無料で利用できるもの、また、国



立情報学研究所が仲介役となって利用でき

るものなどの電子ジャーナルを申請し利用

者に提供してきました（本学図書館ホーム

ページより）。しかし、そのタイトル数はま

だ少なく、研究・教育者に電子ジャーナル

を浸透させるまでに至っていません。電子

ジャーナルはその多くが有料です。また、

現在無料で利用できているものもＰＲのた

めで将来有料化への布石と考えられます。

今まで、電子ジャーナルは冊子体雑誌のよ

うな「有体物」でないため、契約が非常に

厄介でした（詳細は省略します）が、この

ほどようやく、電子ジャーナルも冊子体雑

誌と同じ契約ができるようになることも受

け、図書館としては、より有効的な電子ジ

ャーナルを模索し、積極的に提供すること

で、研究・教育者に利用し、理解してもら

える努力をしていかなければならないと考

えています。 

   （みずかみ・みつお 電子情報係長）

 

 

お知らせお知らせお知らせお知らせ    

９９９９９９９９月月月月月月月月もももももももも時時時時時時時時間間間間間間間間外外外外外外外外開開開開開開開開館館館館館館館館をををををををを行行行行行行行行いいいいいいいいまままままままますすすすすすすす        
 

 平成１３年度より教育実習の便宜を図るため９月の休業期間も時間外開館を行います。 

 開館時間は下記のとおりです。（通常期間の開館時間と同じです。） 

    平 日  ９：００ ～ ２１：００ 

    土曜日 １０：００ ～ １７：００ 

（情報サービス係） 

 

 

外外外外外外外外国国国国国国国国雑雑雑雑雑雑雑雑誌誌誌誌誌誌誌誌のののののののの目目目目目目目目次次次次次次次次ががががががががネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーーククククククククかかかかかかかからららららららら検検検検検検検検索索索索索索索索ででででででででききききききききまままままままますすすすすすすす        
 

 平成 13 年 4 月より、本学図書館において外国雑誌の目次情報（論文情報）をネットワー

クを介して検索できる『外国雑誌目次データベース検索システム』が稼動します。 

 

本システムの特徴本システムの特徴本システムの特徴本システムの特徴    

 ☆ オランダ Swets 社（SwetScan）が提供する学術雑誌を中心とした外国雑誌約 14,000

タイトルの目次情報からキーワード（検索テーマ）を使って、目的の目次情報を検索

することができます。（アブストラクト、フルテキストは対象外です。） 

☆ 学内 LAN に接続されているパソコン等から Web ブラウザを使って 24 時間いつでも検 

 索することができます。また、目次情報のデータは毎日追加更新されるため、過去の 

 データから最新のデータまで一括して検索できます。 

 ☆ 予め利用者がキーワード、雑誌名等を登録しておけば、目次情報のデータが更新され

る毎に該当する最新の目次情報を電子メールで自動的に配信することができます。 

 ☆ 本学図書館に構築されたデータベースサーバにアクセスして検索しますので、基本的 

  にアクセススピードは速く、外部ネットワークの障害等に左右されません。 

 



 

 このシステムが稼動することにより、雑誌目次情報をメールで配信できますので、外国 

雑誌のコンテンツシートサービスは中止になります。（詳細については、電子メール、ホー 

ムページ等でお知らせします。）              （電子情報係） 

 

      Swets 社（ｵﾗﾝﾀﾞ）           福井大学附属図書館 

 

 
 
           ﾃﾞｰﾀ登録(毎日更新) 

 

 

 

                     

SwetSc ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ    
ｻｰﾊﾞｻｰﾊﾞｻｰﾊﾞｻｰﾊﾞ    

目次検索 
電子ﾒｰﾙによる新着目次情報自動配
 学内パソコン等 
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 附属図書館では、雑誌の OPAC(オンラインによる利用者用目録）を構築するため、平成

11 年 8 月から製本されている洋雑誌タイトルのアルフアベット順の「A」から遡及入力（所

蔵目録の電子化）を開始し、平成 13 年 3 月末現在で「S」まで入力し、 現在約 4万冊ある

洋製本雑誌の内約 3万 5 千冊が入力されました。カード目録のみによるオンライン入力の

ため、カードの記述が不備な場合には、図書館書庫で現物を、確認しているのですが、講

座貸出されているものについては、確認に手間取ることも多々あります。  

 教育・研究・学習等で論文・レポートなどを作成する際には、今しばらくオンライン目 

録・カード目録と 2重に検索が必要ですが、遡及入力後は、カード目録を繰らなくても研

究室等から、検索ができるようになります。OPAC を最大限に駆使し、 図書館を有効に使

った効果を期待しています。 

 今後、残りの「S」以降の洋製本雑誌と和製本雑誌約 3万冊の入力に向けて、できるだけ

早く完了させたいと努力しております。遡及入力の早期完了をめざしデータベースの充実

を計り環境を整えていく考えでおりますので、皆さんのご協力をお願いいたします。  

（雑誌情報係） 
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 本学教官より下記の図書の寄贈がありました。ありがとうございました。 

 なお、このように著作物を刊行された節には、一部ご寄贈くださいますようお願いします。 

寄贈者 書   名 編著者 出版社 出版年 

田中和子 
（地域環境） 

都市空間分析 田中和子著 古今書院 2000.2 

藤田勝也 
（建築建設工学科） 

日本建築史 
藤田勝也, 
古賀秀策編 

昭和堂 1999.4 

酵素テクノロジー 上島孝之著 幸書房 1999.11 
上島孝之 
（生物応用化学科） 

産業用酵素 上島孝之著 丸善 1995.7 

福井卓雄 
（建築建設工学科） 

波動解析と境界要素法 
小林昭一編著 
福井卓雄他著 

京都大学学
術出版会 

2000.2 

目片守 
（物理工学科） 

もんじゅ事故と日本のプルトニ
ウム政策 

もんじゅ事故総
合評価会議編著 

七つ森書館 1997.12 
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下記大学から、全国共同利用図書（大型コレクション）及び自然科学系特別図書の利用

案内がありましたので、お知らせします。 

 資料の利用等につきましては、情報サービス係（内線2276，2277）までお問い合わせく

ださい。 

                     （平成１２年３月～平成１３年２月受付分） 

大 学 名        資      料      名 

長 崎 大 学 「初期日本写真集（122点）」 
 参照：http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/ 

  東 京 工業 大 学 
「欧米科学史・技術史・科学方法論資料集成」 
  内容：18･19世紀を中心に、欧米における自然科学並びに技術に関する重 
        要文献資料のコレクション（Opera Omnia / Leonnhard Eular 他） 
  参照：http://www.libra.titech.ac.jp/kagakushi/ 

  徳 島 大 学 

「Omnia quae extant opera / Galen 11vols. in 7」 
 （ガレノス全集 全７巻） 
  内容：1550-51年にヴェニスで刊行されたものです。ガレノスは2世紀のペ 
       ルガモンの人で、医学の歴史上ヒポクラテス、ヴェザリウスなどと 
       並ぶ重要な存在です。本全集はそのガレノスの業績を集大成したの 
       です。 

 宮 城 教育 大 学 

「イギリス児童書コレクション」 
  内容：イギリスにおける子供の生活と文化の総体に関する研究者ピ－タ 
       －・オピ－とアイオナ・オピ－夫妻の旧蔵コレクション 
       (Ali Baba : or the forty thieves : an interesting tale.1850 
       1冊 他478点）で、主に19世紀中葉から20世紀中葉までの100年間に 
       出版された原書。 
  参照：http://www.lib.miyakyo-u.ac.jp/ 

なお、利用案内はまだありませんが、採択されたものを紹介します。 

大 学 名        資      料      名 

静 岡 大 学 「欧米比較政治基本史料集成１～７」 

旭 川 大 学 「The history of nursing: pt.1,pt.2, supplement to pt.2」 
 (看護学の歴史：pt.1,pt.2, supplement to pt.2) 

東 京 農工 大 学 「Thesis for a Degree. Agriculture, General」 
 (UMI学位論文) 

東 京 水産 大 学 「The IDC Microfiche Collection on Botany <Phycology and Algae>」 
 (IDC植物学マイクロフィッシュコレクション) 

京 都 大 学 
「Botanical and horticultural collection. Pt.1：Plant taxonomic  
literature collection」 

 （植物学・園芸学：文献・標本コレクション) 

九 州 大 学 「Enviromen Collection」 
 （環境問題コレクション） 

北 海 道 大 学 
「The library of prof. James R. Gibson Contemporary & historical 
  geography of Russia and Russian America」 
 （J.R.ギブソン・コレクション）  

東 京 大 学 「東南アジア経済圏統計資料コレクション」 

山 口 大 学 「Asian Studies」 
 （アジア研究資料） 

鹿 児 島 大 学 「Islands and Island Cultures of the East and West」 
 （世界の島の文化に関するコレクション） 

http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/
http://www.libra.titech.ac.jp/kagakushi/
http://www.lib.miyakyo-u.ac.jp/


2000年電気・通信普及財団寄贈図書一覧表

　財団法人　電気通信普及財団の平成11年度の助成金により、下記のとおり電気通信に

関する図書・文献を購入し、図書館3階閲覧室に配架しましたので、ご案内します。

資　　　　　　料　　　　　　名 著　　者　　名 発　　行　　所
1 電気工学ポケットブック 電気学会編 オーム社
2 スペクトル拡散通信　Ⅰ Marvin K. Simon著 科学技術出版
3 スペクトル拡散通信　Ⅱ Marvin K. Simon著 科学技術出版
4 半導体デバイス 松波弘之、吉本昌広著 共立出版
5 情報数理の基礎 水野弘文著 培風館
6 差分学入門 広田良吾著 培風館
7 チューリングマシンと計算量の理論 守屋悦朗著 培風館
8 ニューロコンピューティングの周辺 松本元、大津展之共編 培風館
9 産業安全技術総覧 産業安全技術総覧編集委員会 丸善
10 The World of learning 40th ed. Europa Publications
11 複雑系がひらく世界 合原一幸編 日経サイエンス社
12 制御系CAD 梶原宏之著 コロナ社
13 モーションコントロール 土手康彦、原島文雄著 コロナ社
14 ディジタルコントロール 古田勝久著 コロナ社
15 ロバスト制御 木村英紀著 コロナ社
16 ボンドグラフによるシミュレーション J.U.トーマ著 コロナ社
17 Ｈ∞制御 木村英紀著 コロナ社
18 解析入門　１ 松坂和夫著 岩波書店
19 解析入門　２ 松坂和夫著 岩波書店
20 解析入門　３ 松坂和夫著 岩波書店
21 解析入門　４ 松坂和夫著 岩波書店
22 解析入門　５ 松坂和夫著 岩波書店
23 解析入門　６ 松坂和夫著 岩波書店
24 振動を制する 鈴木浩平著 オーム社
25 数はひろがる 志賀浩二著 岩波書店
26 数式の登場 志賀浩二著 岩波書店
27 変化をとらえる 志賀浩二著 岩波書店
28 無限の解析 志賀浩二著 岩波書店
29 躍動する関数 志賀浩二著 岩波書店
30 遠くはるかな流れ 志賀浩二著 岩波書店
31 数学をつくった人びと　上 E.T.ベル著 東京図書
32 数学をつくった人びと　下 E.T.ベル著 東京図書
33 美しい数学のはなし　上 大村平著 日科技連出版社
34 美しい数学のはなし　下 大村平著 日科技連出版社
35 物理学のすすめ 塚田捷編 筑摩書房
36 時間と空間の誕生 ゲーザ・サモシ著 青土社
37 神がつくった究極の素粒子　上 レオン・レーダーマン著草思社
38 コンピュータ・ジオメトリ M.ドバーグ［ほか］著 近代科学社
39 電子の巨人たち　上 M.R.L.Hoddeson著 ソフトバンク
40 電子の巨人たち　下 M.R.L.Hoddeson著 ソフトバンク
41 英日中機械用語辞典 『英日中機械用語辞典』編集委員会編 工業調査会
42 応用物理用語大事典 応用物理学会編 オーム社
43 エレクトロニクスを中心とした年代別科学技術史 城阪俊吉著 日刊工業新聞社
44 やさしいATM 坪井利憲、山中直明編著 電気通信協会
45 やさしいATMネットワーク信号方式 栗林伸一編著 電気通信協会
46 やさしいインテリジェントネットワーク小山稔、清水博編著 電気通信協会
47 やさしいディジタル移動通信 田中良一著 電気通信協会
48 やさしいディジタル衛生通信 田中和則、正村達郎編著電気通信協会
49 やさしいOCN 西郷英敏[ほか]著 電気通信協会
50 『NTT技術ジャーナル』にみる最新情報通信用語集 ＮＴＴ第三部門編 電気通信協会
51 データ伝送の基礎知識 電気通信協会編 電気通信協会
52 ディジタル交換の基礎用語 電気通信協会編 電気通信協会
53 コンピュータビジョン 松山隆司編 新技術コミュニケーションズ

54 Apacheハンドブック B.Laurie P.Laurie共著 オライリー・ジャパン
55 モード解析ハンドブック モード解析ハンドブック編集委員会編 コロナ社
56 図解情報通信ネットワークの基礎 田村武志著 共立出版
57 コンピュータ通信とネットワーク 福永邦雄著 共立出版



資　　　　　　料　　　　　　名 著　　者　　名 発　　行　　所
58 移動通信事典 進士昌明著 丸善
59 ディジタル伝送用語集 電気通信協会編 電気通信協会
60 神がつくった究極の素粒子　下 レオン・レーダーマン著草思社
61 やさしいディジタル交換 愛沢慎一著 電気通信協会
62 ナノテクの楽園 エド・レジス著 工作舎
63 数学的基礎とデータ構造 T.コルメン著 近代科学社
64 アルゴリズムの設計と解析手法 T.コルメン著 近代科学社
65 精選トピックス T.コルメン著 近代科学社
66 基礎・整列 R.セジウィック著 近代科学社
67 探索・文字列・計算幾何 R.セジウィック著 近代科学社
68 グラフ・数理・トピックス R.セジウィック著 近代科学社
69 詳説正規表現 J.E.F.Friedl著 オライリー・ジャパン
70 挑戦　：　知能化する機械 日本機械学会編 養賢堂
71 視聴覚の認知科学 淀川英司著 電子情報通信学会
72 脳と物理学 武田暁著 掌華房
73 知能情報メディア 田村秀行編 総研出版
74 マルチエージェントと複雑系 生天目章著 森北出版
75 形式言語の理論 西野哲朗著 丸善
76 信号解析のための数学 三谷政昭著 森北出版
77 環境電磁ノイズハンドブック 仁田周一[ほか]著 朝倉書店
78 VRML2.0 : 3Dサイバースペース構築言語三浦憲二郎著 朝倉書店
79 VRML2 : 動く3Dグラフィックス 中山茂著 技報堂書店
80 UNIXシステム管理 AEleen Frisch著 オライリー・ジャパン
81 Javaサーブレットパーフェクトガイド Karl Moss著 コンピュータ・エージ

82 FreeBSD徹底入門 あさだたくや [ほか] 著 翔泳社
83 FreeBSD体験的ネットワーク構築術 一條博著 オーム社
84 FreeBSDネットワーク料理学 一條博著 オーム社
85 図解でわかるPC-UNIXのすべて 小泉修著 日本実業出版社
86 設計・実装・内部構造 Douglas Comer著 共立出版
87 クライアント・サーバプログラミングとアプリケーション Douglas Comer著 共立出版
88 Motifプログラミング 朝火英樹著 オーム社
89 Pthreadsプログラミング Bradford Nichols [ほか] 著 オライリー・ジャパン
90 分散システム　：　コンセプトとデザインGeorge Coulouris[ほか]著電気書院
91 Java分散コンピューティング Jim Farley著 オライリー・ジャパン
92 Javaアプレットレシピ 高橋麻奈著 日刊工業新聞社
93 Java2グラフィックスプログラミング入門中山茂著 技報堂出版
94 10 lessons はじめて学ぶJavaプログラミング 山口榮一著 実教出版
95 Javaプログラミング1001 Tips Mark C.Chan[ほか]著 オーム社
96 JavaScriptハンドブック Danny Goodman著 オーム社
97 JAVAプログラムクイックリファレンス David Flanagan著 オーム社
98 JAVAスレッドプログラミング Scott Oaks著 オライリー・ジャパン
99 Javaによる図形処理入門 山本芳人著 工学図書
100 3D Studio MAX完全ガイド Sung-wook Su著 オーム社
101 ソフトウェアアーキテクチャ F.ブッシュマン[ほか]著 近代科学社
102 光の21世紀 石井幹子編著 日本放送出版協会
103 映像メディアの世紀 佐藤正明著 日経ＢＰ社
104 チップに賭けた男たち ボブ・ジョンストン著 講談社
105 半導体産業の系譜 谷光太郎著 日刊工業新聞社
106 にっぽん半導体半世紀 志村幸雄著 ダイヤモンド社
107 人間型ロボットのはなし 早稲田大学ﾋｭｰﾏノイドﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編著 日刊工業新聞社
108 ロボットはともだちだ！ 小林尚登著 オーム社
109 テレビが変わる 逢坂哲弥編 丸善
110 チェルノブイリ「消えた458の村」 広河隆一編著 日本図書センター
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 ★洋雑誌★ 
･Analyst 
･Analytical Chemistry 
･Bulletin of the Chemical Society of Japan 
･CA on CD (Chemical Abstracts on CD-ROM) 
･Chemical Communications 
･Chemistry Letters 
 Current Contents (CD-ROM 版) 
  ･Agriculture, Biology & Environmental 
    Sciences 
  ･Clinical Medicine 
  ･Engineering, Computing & Technology 
  ･Life Sciences 
  ･Physical, Chemical & Earth Sciences 
  ･Social & Behavioral Sciences 
 Current Contents (冊子体) 
  ･Art & Humanities 
･I & EC Research 
･International Herald Tribune 
･Journal of Macromolecular Science 
  Pt.B, Physics 
･Journal of Macromolecular Science 
  Pure and Applied Chemistry 
･Journal of Organic Chemistry 
･Journal of Polymer Science(A):Polymer 
  Chemistry 
･Journal of Polymer Science(B):Polymer 
  Physics 
･Journal of the American Chemical Society 
･Macromolecules 
･Makromolekulare Chemie/Macromolecualr 
  Symposia 
･Makromolekulare Chemie/Rapid Communications 
･Makromolekulare Chemie/Theory and 
  Simulations 
･Mass Spectrometry Reviews 
･National Geographic 
･Nature 
･Physical Chemistry Chemical Physics 
･Polymer 
･Polymer Engineering and Science 
･Progress of Theoretical Physics 
･Science 
･Synlett 
･Synthesis 
･Time 
 
 
 
 
 
 

 ★和雑誌★ 
･Aera 
･bit 
･Computer Today 
･English Journal 
･ESP 
･Estrela 
･Internet Magazine 
･Library and Information Science 
･News Week 日本版 
･Newton 
･Sports Graphic Number 
･THE 21 
･UNIX Magazine 
･URALA/月刊 
･医学図書館 
･遺伝 
･英語教育 
･映像情報メディア学会誌 
･栄養学雑誌 
･エコノミスト 
･エレクトロニクス 
･応用物理 
･オペレーションズリサーチ 
･音楽の友 
･女も男も/季刊（旧：女子教育もんだい/ 
 季刊） 
･化学 
･科学 
･科学技術文献サービス 
 科学技術文献速報 (CD-ROM 版) 
  ･化学,化学工業  外国編 
  ･化学,化学工業  国内編  
  ･管理・システム技術編   
  ･機械工学編  
  ･金属工学,鉱山工学,地球科学編  
  ･電気工学編  
  ･土木建築工学編  
  ･物理,応用物理編  
 ･エネルギー・原子力工学編 
  ･ライフサイエンス編  
 ･環境公害編  
･科学新聞 
･化学と生物 
･化学と薬学の教室 
･学術月報 
･学校体育 
･学校図書館 
･家庭科教育 
･環境と公害 
･機械の研究 



･技術教室 
･基礎ドイツ語 
･教育 
･教育科学 社会科教育 
･教育科学 数学教育 
･教育と情報 
･教職課程 
･金属 
･暮らしの手帖 
･群像 
･経済セミナー 
･芸術新潮 
･現代化学 
･現代思想 
･現代のエスプリ 
･現代の図書館 
･建築文化 
･工業材料 
･国語国文 
･国語と国文学 
･国文学 
･国文学  解釈と鑑賞 
･国立国会図書館月報 
･古文書研究 
･コンピュータ＆ネットワーク LAN 
･雑誌記事索引（CD-ROM 版） 
･百日紅（さるすべり） 
･史学雑誌 
･思想 
･実践障害児教育 
･児童心理 
･社会教育/月刊 
･若越俳史 
･若越郷土研究 
･自由 
･就職ジャーナル 
･授業研究 
･ジュリスト 
･ジュリスト/別冊 
･情報管理 
･情報の科学と技術 
･食の科学 
･書写書道教育研究 
･初等教育資料 
･史林 
･新潮 
･数学セミナー 
･数理科学 
･スキージャーナル/月刊 
･生物科学 
･正論 
･世界 

･繊維機械学会誌 
･専門図書館 
･川柳ばんば 
･体育の科学 
･大学図書館研究 
･地学雑誌 
･地質ニュース 
･中央公論 
･中国語 
･中等教育資料 
･地理 
･地理学評論 
･哲学研究 
･テニスマガジン 
･統計福井/季刊 
･図書館界 
･図書館雑誌 
･トレーニングジャーナル/月刊 
･National Geographic 日本語版 
･日経コンピュータ 
･日経サイエンス 
･日経 Linux 
･日経 Windows2000 
･日本海作家 
･日本化学会誌 
･日本教育新聞 
･日本原子力学会誌 
･日本語 
･日本語ジャーナル 
･日本思想史/季刊 
･日本図書館情報学会誌 
･日本物理学会誌 
･農業および園芸 
･バイオサイエンスとインダストリー 
･発達 
･柊（ひいらぎ） 
･美術手帖 
･福井の科学者 
･福井の文化 
･ふらんす 
･文学 
･文学界 
･文藝春秋 
･法学教室 
･ゆきのした 
･ユリイカ 
･理科教室 
･理系への数学 
･理想 
･留学交流 
･留学ジャーナル 
･留学生新聞 
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ＲＲＲＲ    もっと明るく、柔らかい雰囲気にしてほしい。もっと明るく、柔らかい雰囲気にしてほしい。もっと明るく、柔らかい雰囲気にしてほしい。もっと明るく、柔らかい雰囲気にしてほしい。    

 (現状)カウンター勤務時にも通常業務を行っているため、業務に集中していると利用者が声 

       をかけにくいなど、応対に一部支障があります。 

    ＡＡＡＡ 自動貸出装置を導入し、カウンター勤務者が利用者への応対、レファレンスサービス 

  などに専念できる体制づくりを検討します。また、カウンター勤務者の応接態度をも 

  っと明るく親切にする必要があります。（接遇研修の実施を検討中） 
 
ＲＲＲＲ    図書館を図書館を図書館を図書館を 24242424 時間時間時間時間使用可能にしてほしい。使用可能にしてほしい。使用可能にしてほしい。使用可能にしてほしい。    

    ＡＡＡＡ 資料を図書館に集中しない限り 24 時間開館は実施しない方針です。 
 
ＲＲＲＲ    休暇期間中も時間外開館を実施してほしい。休暇期間中も時間外開館を実施してほしい。休暇期間中も時間外開館を実施してほしい。休暇期間中も時間外開館を実施してほしい。    

    ＡＡＡＡ 休業期間中の時間外開館については、13 年度より 9月中は実施します。 
 
ＲＲＲＲ    本を見つけやすく、分かりやすくしてほしい。本を見つけやすく、分かりやすくしてほしい。本を見つけやすく、分かりやすくしてほしい。本を見つけやすく、分かりやすくしてほしい。    

    ＡＡＡＡ 目録検索で全資料が検索できるよう遡及入力の一層の推進を図ります。 

  毎月全館的資料整理日を設け配架乱れの修正を実施します。 

  系統的館内サインの整備、文献アクセス研修を実施します。 
 
Ｒ 図書館所有の欧文雑誌一覧（雑誌名、巻数、年号）をメールで送ってもらえるか、 

  オンライン目録で検索できると便利。 

    ＡＡＡＡ メールでの対応はできません。雑誌オンライン目録を形成する予定です。 
 
ＲＲＲＲ    本の返却延滞通知をメールで頂ければ、うっかり返すのを忘れている場合に助かる。本の返却延滞通知をメールで頂ければ、うっかり返すのを忘れている場合に助かる。本の返却延滞通知をメールで頂ければ、うっかり返すのを忘れている場合に助かる。本の返却延滞通知をメールで頂ければ、うっかり返すのを忘れている場合に助かる。    

 (現状)教職員・学生ともに約 2 週間以上の延滞資料について督促を実施しています。 

      教職員に対しては電話または督促状、学生に対しては督促リストの掲示(図書館および 

       各学科)、電話、郵送による督促を実施しています。 

    ＡＡＡＡ 紙媒体と電子メールによる督促は非効率的になります。全教職員・学生が電子メール 

  アドレスを持つようなった段階で実施を検討します。 
 
ＲＲＲＲ 学外への文献複写依頼をメールで出来れば便利。学外への文献複写依頼をメールで出来れば便利。学外への文献複写依頼をメールで出来れば便利。学外への文献複写依頼をメールで出来れば便利。    

 (現状)現在のシステムでは電子メールによる複写依頼データを文献複写依頼システムに取り込 

       むことができません。また、本人認証システムを確立する必要があります。 

    ＡＡＡＡ 雑誌オンライン目録が形成された段階で早急に実施を検討します。 
 
ＲＲＲＲ 図書館受け入れ新着欧文雑誌のコンテンツを電子メールで配信してほしい。図書館受け入れ新着欧文雑誌のコンテンツを電子メールで配信してほしい。図書館受け入れ新着欧文雑誌のコンテンツを電子メールで配信してほしい。図書館受け入れ新着欧文雑誌のコンテンツを電子メールで配信してほしい。    

    ＡＡＡＡ 外国雑誌目次データベース検索システム（P22 で紹介）が導入されるため実現します。 

  （図書館受け入れ以外の雑誌についても電子メールでの配信が可能となります。） 
 
ＲＲＲＲ CDCDCDCD----ROMROMROMROM 専用端末やオンライン目録専用端末でのインターネット利用を容認してほしい。専用端末やオンライン目録専用端末でのインターネット利用を容認してほしい。専用端末やオンライン目録専用端末でのインターネット利用を容認してほしい。専用端末やオンライン目録専用端末でのインターネット利用を容認してほしい。    

            自由に利用できるパソコンをもっと設置してほしい。自由に利用できるパソコンをもっと設置してほしい。自由に利用できるパソコンをもっと設置してほしい。自由に利用できるパソコンをもっと設置してほしい。    

    ＡＡＡＡ 専用端末でのパソコンをインターネット用として開放すると本来のデータベース検 

    索、オンライン目録検索がができなくなる可能性があるため、インターネット利用禁 



   止の方針を継続します。 

     インターネット上で学術情報を入手する必要がある場合は、シラバス用パソコン 

      (8 台)を利用してください。 
 
ＲＲＲＲ    「あめ」くらいなめさせてほしい。「あめ」くらいなめさせてほしい。「あめ」くらいなめさせてほしい。「あめ」くらいなめさせてほしい。    

    ＡＡＡＡ どこの図書館でも飲食禁止は常識ですから、全館飲食禁止を継続します。 
 
ＲＲＲＲ    閲覧座席を増やしてほしい、試験時には閲覧室が一杯になる。閲覧座席を増やしてほしい、試験時には閲覧室が一杯になる。閲覧座席を増やしてほしい、試験時には閲覧室が一杯になる。閲覧座席を増やしてほしい、試験時には閲覧室が一杯になる。    

    ＡＡＡＡ 現在の閲覧座席数は約 357 で、これ以上の座席数の増加は困難です。建物の増改築を 

  検討中です。 
 
ＲＲＲＲ    学習室を別にしてほしい。学習室を別にしてほしい。学習室を別にしてほしい。学習室を別にしてほしい。    

 (現状)グループ学習室は 1 室のみで、試験期には視聴覚室をグループ学習室として開放して

い 

       ますが、絶対数は不足しています。 

    ＡＡＡＡ    これ以上の増は困難です。建物の増改築を検討中です。 
 
ＲＲＲＲ    参考図書室が暗すぎる。参考図書室が暗すぎる。参考図書室が暗すぎる。参考図書室が暗すぎる。    

    ＡＡＡＡ 館内全体が暗いため数年前から照明器具の改修を要望中です。 
 
ＲＲＲＲ    静かな音楽を小さい音量で流してほしい。静かな音楽を小さい音量で流してほしい。静かな音楽を小さい音量で流してほしい。静かな音楽を小さい音量で流してほしい。    

    ＡＡＡＡ 学習等の妨げになると感じる人もいるため、BGM を流すことはできません。 
 
ＲＲＲＲ    喫煙スペースを増やしてほしい。喫煙スペースを増やしてほしい。喫煙スペースを増やしてほしい。喫煙スペースを増やしてほしい。    

    ＡＡＡＡ 現状(3 階ロビーのみ喫煙可能)で充分と考えます。むしろ受動喫煙の被害を防ぐため 

  に全面禁煙を今後検討する必要があります。 
 
ＲＲＲＲ    傘立てに入れておいた傘が盗難にあった。傘立て傘立てに入れておいた傘が盗難にあった。傘立て傘立てに入れておいた傘が盗難にあった。傘立て傘立てに入れておいた傘が盗難にあった。傘立てに鍵をつけるか傘袋を用意してほしい。に鍵をつけるか傘袋を用意してほしい。に鍵をつけるか傘袋を用意してほしい。に鍵をつけるか傘袋を用意してほしい。    

    ＡＡＡＡ 2 台の傘立て内の 1台を廃棄し、傘袋セット機を設置しました。利用者は施錠しない 

  まま傘立てを利用するか、傘袋に入れた傘を閲覧室へ持ち込むかを選択できます。 
 
ＲＲＲＲ    新しい本を増やしてほしい、本が少ない、図書が古い。新しい本を増やしてほしい、本が少ない、図書が古い。新しい本を増やしてほしい、本が少ない、図書が古い。新しい本を増やしてほしい、本が少ない、図書が古い。    

 (現状)過去に 5 年間で総額 2,500 万円の特別予算を開架図書充実のために投入したのですが、 

    全体的にまだまだ蔵書が「古い、少ない」というのは事実です。 

    ＡＡＡＡ 予算の増額を要求しています。また、推薦依頼体制や選書体制の検討をしていきます。 
 
ＲＲＲＲ    一般書、小説、漫画を増やしてほしい。一般書、小説、漫画を増やしてほしい。一般書、小説、漫画を増やしてほしい。一般書、小説、漫画を増やしてほしい。    

    ＡＡＡＡ 教養書、小説、エッセーなども各講座へ推薦依頼します。また、12 年度から文学賞受 

  賞作品の網羅的購入を再開しました。 

   漫画は学生を図書館へ誘引する要素としては悪くないのですが、収集範囲を限定する 

  のが困難です。また図書購入予算も潤沢でないため収集はしません。 
 
ＲＲＲＲ    音楽音楽音楽音楽 CDCDCDCD をおいてほしい。をおいてほしい。をおいてほしい。をおいてほしい。    

    ＡＡＡＡ クラシック音楽、スクリーンミュージックが数種類利用できるようになっています。 

  今後も収集の予定はありません。 
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【会議関係】 
＜附属図書館委員会＞ 
12. 5.19 協議事項 
     (1)平成 11 年度図書購入費執行状況に 
      ついて 
     (2)平成 12 年度図書資料(大型コレクシ       
      ョン)収書計画調書について 
     (3)開架雑誌見直しついて 
     (4)利用者からの要望について 
     (5)官報の収集・保存期間変更について 
     (6)本学修士論文の収集・保存の中止に       
      ついて 
12. 7.11 協議事項 
     (1)修士論文及び官報の収集・保存について 
     (2)平成 12 年度図書購入費予算配分書 
      について 
     (3)平成 12 年度共同利用資料の選定に 
      ついて 
      (4)修士論文及び官報の収集・保存について 
12.10.26 協議事項 
     (1)附属図書館建物整備計画について 
     (2)図書館開架雑誌の見直しについて 
     (3)紀要の電子化について 
12.12.22 協議事項 
     (1)福井大学附属図書館利用規程の一部 
      を改正する規程について 
         (2)教育学研究科修士論文の取扱いについて 
13. 3.13 協議事項 
     (1)自己点検・評価報告書（資料編）に 
      ついて 
         (2)福井大学附属図書館文献複写料金徴収猶 
       予実施要領の一部を改正する要領（案） 
       について 
     (3)附属図書館の拡張整備計画について 
 
＜附属図書館将来構想検討委員会＞ 
12.10.26 協議事項 
     (1)福井大学附属図書館建物整備計画に 
      ついて 
 
＜五十年史編集委員会＞ 
12. 7. 5 協議事項 
     (1)「保健管理センター」原稿について 
     (2)「地域共同研究センター」原稿について 
12. 9.20 協議事項 
     (1)「情報処理センター」原稿について 
12.11.14 協議事項 
     (1)執筆要項第 2版について 
     (2)「工学部の沿革」原稿について 
     (3)「保健管理センター」第2稿について 
     (4)「地域共同研究センター」第 2稿に 
      ついて 
     (5)技術部の執筆について 
12.12.15  協議事項 
      (1)「機械工学科」原稿について 
      (2)「環境設計工学科」原稿について 
         (3)「生物化学工学科」原稿について 
         (4)「情報処理センター」第2稿について 
12.12.26  協議事項 
         (1)「物理工学科」原稿について 
         (2)「材料化学科」原稿について  
         (3)「電子工学科」原稿について  
         (4)「情報工学科」原稿について  

 
＜館   内＞ 
12. 9. 1  平成 12 年度北陸地区国立大学附属      
     図書館会計担当者会議 
      (於：福井大学 西野総務係長外2名出席) 
 
＜館   外＞ 
12. 4.27-27  第 51 回北信越地区国立大学図書館 
      協議会 
       (於：富山市 小平館長・上木事務 
       長出席) 
12. 5.23-24  平成 12 年度国立大学附属図書館事 
      務部課長会議 
       (於：東京医科歯科大学 上木事務 
       長出席) 
12. 6.27-29 第 47 回国立大学図書館協議会総会 
       (於：金沢市 小平館長・上木事務 
       長出席) 
12. 6.27   平成 12 年度福井地区大学図書館協 
       議会定例会議 
       (於：福井工業大学 塩崎雑誌情報 
       係長出席) 
12. 7. 6    電子ジャーナルのデモンストレーション 
       (於：富山大学 水上電子情報係長出席) 
12. 7.24-27 平成 12 年度情報ネットワーク担当 
       職員研修 
       (於：国立情報学研究所 水上電子情 
             報係長出席) 
12. 7.24   平成 12 年度福井地区大学図書館協 
       議会夏季研修会 
       (於：福井工業大学 西野総務係長外 
             7 名出席) 
12.10.26-27  平成 12 年度北信越地区国立大学図 
             書館研修会 
      (於：北陸先端科学技術大学院大学     
             水上電子情報係長出席) 
12.11. 5-12 史料管理学研修会 
      (於：松江市 田中図書情報係長出席) 
12.11. 7    国立情報学研究所公開講座 
      (於：国立京都国際会館 木村情報サ 
             ービス係長出席) 
12.11.20-21  平成 12 年度北信越地区国立大学附 
             属図書館事務(部・課)長会議 
      (於：上越教育大学 上木事務長出席) 
12.11.20-22  NAIST 電子図書館学講座 
      (於：奈良先端科学技術大学院大学  
             水上電子情報係長出席) 
12.11.27     新 CAT/ILL システム説明会 
      (於：京都大学 田中図書情報係長出席) 
12.12. 7- 7  国立大学図書館協議会シンポジウム 
      (於：名古屋大学 西野総務係長出席) 
 
【主な出来事】 
12.4.10     平成 12 年度新入生に対する図書館 
             利用オリエンテーション 
12.9.4-23  図書館情報大学実習生(織田尚恵さ 
             ん)受入 
12.9.23   オープンキャンパス 2000 企画参 
             加 (参加者 339 名) 
      『あの頃にもどってみよう -- 懐かし 
               い時代の新聞コピーをプレゼント』 
13.1. 9   小島家文書の追加寄託契約締結 
       古文書 1,252点 古書籍 375 点 
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