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西南学院大学図書館

(Cambridge University Library) 
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LondonのCharing Cross Road は本屋街 献が保存 しである読書室を利用したが、アカデミ

である。大きな Foylesを始め二三車lの古本屋を ック・ガウンを着た若い学生達に混じって El~ ，[悟

訪ねる事は私の楽しみの一つであった。都会でも 子の修道女や、部厚い本を読んでいる見すぼらし

小さな町でも旅先で時間の許す限り古本屋を探し い身装の老女、大きな虫眼鏡で写本を見ていた老、

.てかなりの掘出し物を得た。古本屋が多い事 と、 人等は印象的であったo 各学寮から乙の大学中央

汽車や地下鉄等の乗物で本を読んで居る人を多 〈 図書館迄はかなり の距離があり、学生達は古ぼけ

見掛ける事が、我々日本人学徒をして英国乃至は'tIl Iこ自転車でやって来る。春ともなれば、クローカ

英国人に親近感を覚えしめる理由のー勺ではなか

ろうかと思った事である。在英中お世話になった

所は、英国文化振興会、王立教会音楽学校、大英

博物館、それに音楽史と音楽学の講義・演習に通

った London大学と Cambridge大学、以上五

つの図書室乃至は図書館である。 Cambridgeの

大学中央図書館は BritishMuseumと Oxford

大学の Bodleian図書館と共に、英国内で出版さ

れる全部の書籍を収容している由で、さすがに立

派なものであった。利用規定等もあるが、まだ船

の荷物が着いておらず‘ 又、自分に必要な場所以外

はそれ程見て歩いてもいないので、 多〈を語る事

は出来ない。毎木曜日写本や学位論文等特殊な文

スや水仙等が蔚出で、咲き乱れ、 Cam Jll!乙は水

鳥が遊び、学生達は川に船を浮べる。誠に麗しい

詩そのものである口練ってわが西南は、試験中の

静けさと図書館の繁昌振り一一大学ならば年中乙

うあるべきではなかろ うか。 “What are you 

reading? " 乙れは一つの英国的表現で、 「御専

攻は何ですか」と云う程の意味であろう D 時々私

も雫ね られた。どうも矢張り、勉強するとは読む

事が中心のようである。

筆者は神i学部助教授.基督教音楽専攻.

40年 9月から41年 9月まで英国政府給

費留学症としてロンドン，ケンブリッ

ジ各大学に留学。
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複写の話

事務の85%は複写だといわれているから、乙れ

を機械化し事務の合理化を図ることは誠に重要で

ある。最近の異常な機械の発達に電子計算機と並

んで複写機が挙げられるのも、あながち不思議な

ことではない。

図書館業務も目録カードの複製をはじめ、文献

複写サービスなど複写についやされる事務は相当

にある。 Tこだ図書館の場合、単に事務能率化の点

だけではな〈、複写コピーの保存性や仕上り効果

(再現性〉が特に大切である乙とを忘れてはなら

ない。例えば目録カードの複写にしても、 4"-'5

年で色が惚せるようでは全 〈使いものにならない

のである。

と乙んで、図書館の複写には、事務用複写のほ

かに、文献複写や学術雑誌目次複写などのいわゆ

る複写サービスがある。これは教職員や学生の研

究・学習に必要な文献を複写するもので、いわば

図書館奉仕の一端を受持っているといえよう。そ

れは事務簡素化のためのものではな〈、むしろ利

用者の便宜のためのものであり、とれによって利

用者は、必要な文献を一々筆写する手聞が省け、

学習や研究に資すると乙ろは極めて大きい。時に

学生の中に心得違いの者がいて、図書の一部を切

取って行ったりするが、僅かの実費を払えば実

物と全〈同じものを入手できるのであるから、他

の多〈の利用者に迷惑を及ぼすような不正行為は

是非やめてもらいたいものである。複写サービス

はこのような切取り行為の防止の一翼も担ってい

るのである O 乙の複写サービスではどちらかとい

えば経済性とスピードが要求されることが多い。

従って複写の必要性と目的に応じた複写機械を選

ぶ必要があるが、最近では経済性、スピーに保

存性などを兼ね備えた複写機が登場してきた。複

写の活躍する領域は益々広〈なってゆきそうであ

る。
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炉ジュール・口ワ著「中国で経験したこと」

(篠田浩一郎他訳、至誠堂〉

一大崎正治ー

試験休みの後、しばら くがまんしていた洋画も

見終ると、次に一冊の本にとりかかる。あのフレ

ッシュな感覚は、研究生活に入って以来私にとっ

て縁遠〈なった。でも あの感覚を改めて思い出さ

せて〈れたのが、一冊今秋にあった。それがUュ

ール・ロワの中国旅行記である。

ロワは 「ア Jレジエリア戦争J Iディ

エンピェンフー陥落」などで、フラン

.ス政府の植民地主義に反対同開

録文学者であった。 1964年秋、かれは

中国革命の歴史を書き、記録映画をと

ろうと、勇躍して中国を訪問する。と

とFらがロワの一行iと接した中国の役人

たちは、真理の追求のため白由花見聞

したいという文学者の希望に反して、

公式の教義を押しつけるだけだったD w"c 

この旅行で、 ロワ はあまり川びどい 君
毛主席礼賛と儀式ばった接待ーをはじめ 告
として、いわば中国の「官僚主義」の 霊

の
においを、|司情と幻滅とをまぜなが

ら、かぎとった。

中国の孤立主義と園内の激動につい

て騒がれているが、あれやこれやの教

. 義にとら川
見守乃うとする点でで、、ロワはアンドレ

・ジイドの「ソヴィエト紀行(正 ・続)Jにつぐ

ものであろう。またロワの旅行記とボーヴォワ-

Jレの 「中国の発見Jとを読み比べるととも大層興

味深いにちがし 1ない。(経済学部講師)

~ s ・l・ハヤカワ著「思考と行動における言語」

(岩波現代叢書〉

一村上 隆太一

かたい表題に似ぬ面I;Jい本である。 言語の機能

と我々の思考と言語の関係を日常生活から豊富な

例をひいて分析、解説している。例えば、 「おま

えは馬鹿だ!Jということばは、事実をのべよう

とするもので，はな〈て、話者が怒っていることを

示すだけだ」というように、我々がことばの役割

を知っていれば、ことばに振り 廻される こともな

いことなども教えて〈れる。 r自由」や「民主主

義jについて討論する乙とは、 「リ ンカーン」ゃ

「佐藤首相」の乙 とを話すのとはことばの抽象化

のレベルがちがうこと、又、何故「猫」を「猫」

と呼ばねばならないかに関して乙と ばの命名〈指

示〉行為的面など、我々が知っておいてよいこと

をわかりやす〈説明して〈れている。

著者は、いわゆる一般意味論を専門とする言語

学者であるが、まだ、 種々の学問的未

解決の問題を抱えている意味論の分野

に、一般の学生諸君がどこから入った

らよし1かを、暗に示して〈れる面白

いかつまじめな本である。一読をお

すすめした ~ìO

秋の読書週間において学生諸君に推

薦したい本としてこの二冊をあげたい

と思う D

この二冊はその内容が興味本位で易

し〈 書いてあり、簿記原理の知識さえ

あれば読み こなす乙とができるから、簿記原理I
を終了した 2年生以上の諸君が読むと、復習にも

なり、また簿記の仕組をもう 一度深〈反省さ せて

〈れる好著である。

前者の内容は第一篇粉飾決算のから〈り、第二

篇粉飾決算はなぜできるか、第三篇粉飾決算の末

路、付録粉飾決算関係の法令集から成っている。

後者は第一章粉飾決算、第二章粉飾決算のみつ

け方、第三章粉飾決算の責任という内容である。

二IfIJの中、どちらかというと前者の方を特に推

薦する。

冊
を

(文学部講師)

砂(1)並木俊守著 「粉飾決算j

(実業之日本社 ￥330) 

(2)三代川正一著「会社決算のから

くり I (税務経理協会￥250)

一 井上康男一

(商学部教授)
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圃ニユース

〈図書館委員会〉

41. 5. 4 図書費配分について

41. 7. 8 ロッカ一泊設の件、学生の要望事

項について

41. 7.20 図書・雑誌の一元イじく学研との合

同委員会〉

41. 8.20 向上

く図書館協議会〉く研修>

41. 5.25-27 私立大学図書館協会総会く於熊

本商大〉事業計画案、研究助成規程案など審

議。 坂本館長出席。

41. 6. 2，......，3 九州地区大学図書館協議会(於

八幡大学〉大学図書館の改善、図書館員の養

成について協議研究。 坂口、藤田出席。

41. 7.11，....，15 図書館研究集会(於私学会館〉

山下司書長出席。

レファレンス・サービスについて研究。

く視聴覚教育設備操作説明会>

41. 7. 6 図書館に備えつけられている視聴

覚教育設備は、本学の視聴覚教育の目的のた

めに教職員・学生団体から広〈利用されてい

る。そのうち16ミリトーキー映写機など若干

の.機材は、取扱い上注意を要するので、操作

の説明会を開いたが、教職員や学生団体代表

者が多数参加し、視聴覚機材の技師を囲んで

熱心な操作実習が行われたo

く人事異動>

41.10. 1付松田敬一郎司書学生部ヘ配置換。

41. 10. 17付河内順子氏任用。

告知板
O 卒論特別貸出実施中 4年次の学生は、卒業論

文作成のための特別貸出をする乙とができます。

普通の貸出のほかに3冊1カ月間です。ゼミの指導

教授の証明が必要です。係まで。

O ロッカーの利用について夏休中にロッカーが

増設され、合計 180人分のロッカー設備が出来上

りました。これで平常開館時の携帯品は全てロッ

カーに預けて頂〈わけになります。女子学生のハ

ンドバッグも一定の大きさ (A5版犬)以上のも

のは全てロッカーに入れて〈ださい。

O 分類目録の編成本館の分類目録は、便宜上、

書架目録の形式を採用していましたが、利用が不

便だとの声がありますので、現在完全な分類順に

編成を改めています。不便をおかけしますが、暫

〈お待ち〈ださい。

回 国立学校図書専門職員採用試験のこと

きる 8月1日に人事院から募集が行われた国立

学校図書専門職員というのは、国立大学などの図

書館や図書室で専門的な職務に従事する職員のこ

とで、上級(甲・乙〉、中級と分てれおり、上級

く甲〉に合格すれば国家公務員上級職の合格と同

じです。

試験内容は、教養試験く摂一式〉と専門試験

(図書館学について摂一式と記述式〉があります。

詳細は就職課または図書館まで。

圃図書寄贈者

。古賀武夫教授 国際労働事務局(編〉国際労

働経済統計年鑑他多数 4・
0井上忠教授熊本県く編〉熊本県史料第三司，

近世編他3冊。111村延昭助教授 E.パウア著 山村延昭(訳〉

イギリス中世史における羊毛貿易

O遠山馨助教授 矢口孝次郎く編〕経済史概説

圃舟橋文庫の購入

以前、九六の民法担当の教授であられた舟橋

誇ー先生の!読書約 2，400冊が購入され、舟橋文

庫として本館に備えつけられる乙ととなった。

法学部設置に際し、本館の法学関係図書がこれ

で一段と充実されるわけである。

・ 奉仕係より

O閲覧済みの図書は机の上に放置せず、必ず出

入口の近〈の返却棚の上に置いて出るように

しましょう o また自分で書架の中に戻さない

で〈ださい。

0新聞の必要記事を破り取ってゆ〈人がいて大~

変迷惑します。お互いに注意して〈ださい。.，

O購入してもらいたい本があったら、どしどし

購入希望を出して〈ださし1。乙れまで希望の

あった本の大部分は購入されています。用紙

は受付横のカウンターの上です。

国 あ と が き

欧米の図書館の行き届いた設備と親切な応答ぶりが、

よ〈我国の図書館の重々しい空気と対比させられます。

確かに利用本位という点では、我国の図書館はまだまだ

遅れているようです。しかし乍ら、その面での改善と前

進を図るためには、機能的な設備と、有能な職員の荏在

とが不可欠の条件であると思います。

新図書館の建設を間近に控えて、レファレンス・ルー

ム設備などすぐ、れたサービスの提供できる図書館の建設

が念願されるとともに、我々職員の質の向上を一層図っ

てゆかねばならぬ乙とを痛感させられています。 (Y)


