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大学 図書 館施設計画要項なる

一一一一 文部省大 学 図 書 館 施 設 研 究 会 議

我が国の大学図書館が、組織や運営等の面だけ

でな〈、施設や設備の面でも まだまだ立遅れてい

る乙とから、その整備改善を図ろうと、 文部犬臣

の諮問を受けて大学図書館の施設のあり方が検討

されて きたのであるが、本年3月その 結論 K達

し、 「大学図書館施設計画要項Jとして文部大臣

へ答申がなさ れるに至っ た。乙れまで大学図書館

の建築については、 ほとんど基準 らしい ものが無

かっ たので、 今回の乙 の要項はそのよ りど こ九を

与え るものとして大変意義の深い ものである。 要

項の主な点、を拾っ てみると、

告知 板

O 卒論製本代金の納入について 卒業論文は製本

の上図書館に保存されることになっています。 従

って、 卒業論文の提出に際しては、 卒論製本代金

を経理課に納入し、その領収書を添えて論文を教

務課に提出するようにして ください。卒論製本代

金は、次のとお りです。

商学部 ・経済学部学生 1人につき 180円

文学部英文学科学生 1人につき 60円

O 冬休長期貸出 12月17日(土)から 1月14日

(土) まで2冊の長期貸出を行います。

O 冬休中の休館などについて

12月26日 (月) 開館 8.30"'-'17.00 

27日 (火 Ij 8.30'"'-'13.00 

28日(水)'"'-'1月5日(木) 休館

1月6日(金)・ 7日(土)開館 8.30----17.00

O ゼロックスによる複写サービス 乙のほど備え

つけられたゼロッ クスによる文献複写を始めまし

た。料金はB4版以下どのようなサイズでも 1枚

25円です。ただし当分の閣の暫定料金とします。

1. 大学図書館を機能上から、 総合図書館・ 学習

図書館 ・研究図書館・保浮図書館の4種類に分

けてそのあり 方をj実討していること。

2. 大学図書館の費料の管理方式として、集中管

理方式と分散管理万式のそれぞれの特色と その

配慮すべ き点など を示していること。

3. 全学の図書館活動の機能的一体化のた めに必

要な全体計画立案に関する指針があげ、られ、解

説 されているとと。

4. 施設計画の具体的な要点が示されているとと

などがあげられる。あたかも本学において新図書

館の建築計画が進め られている折で もあり、乙の

施設計画要項は極めて注目され るのである。

図書館の目録の整備化進む/

図書館の目録が使いにくい、不便だとの声がこ

れまで屡々あり ましたので、 その改善策 を検討

し、 今その整備を進めています。まず分類目録に

ついてですが、本館ではとれまで便宜上書架目録

の形式を採用していましたため、同一分類の図書

カー ドが何カ所かに分れてしまい、利用者に大変

分りに〈い 目録となっていたようです。 そこで、

今回完全な分類fI買に編成がえしました。分類の見

出し も細か 〈出し見易 〈して一応面白を一新した

つ もりです。 次に著者名目録は、現在完全なアル

ファベット順ではない一部漢字の字画J!頂を加味

した方式なので、 之 も完全な アルファベ ットJI員へ

切替えを急いでおります。不便をおかけしますが

暫ら〈お待 ち〈ださい。
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~級協~~後~

とき 4 1. 1 2. 1 

ところ 学術研究所
アメ リカの図書館

聞〈者 図書館山下・杉本

伊藤・坂口
台信教授に伺う一一一

~ω~級協~勿~~

一一私とも図書館職員は色々な機会に、アメリカ

では図書館が非常に発達し、その機構や組織が

完備していて、すぐれたサービス活動が行われ

ていることを聞きます。そこで以前から、一度

詳し〈向うの事情を知る機ゑを持ちたいと願っ

ていたのですが、今日は台信先生のと好意で、

留学を終えられてまだ間もない先生のお話しを

伺う乙とができることになりました。

先生、今日はお疲れのところを本当に有難う

ございます。

で、先ず先生から留学されました大学やそこで

の図書館の状況について、あらましを説明して

いただき、あとで私どもから色々とお尋ねする

といった形で進めたいと存じます。宜し〈お願

いいたします。

台信 私が留学しましたのはワシントン D・C・

でそこには私立大学が 6校ありまして、そのう

ちの一つ The Catholic University of 

America というととろです。ご承知のように

ワシントンは人口82万人にすぎませんが、アメ

リカの首府として全ての設備がよ〈整っていま

す。有名な国会図書館があって、世界ーといわ

れる 1，300万冊のj哉書があり、全世界のすヤれ

た文献が網羅されています。中でも東洋文庫に

は、日本の浮世絵をはじめ、日本l乙無し~ ?貴重

な資料が集められている一方、文芸春秋・中央

公論・電話番号簿・汽車時刻表i乙至るまで数十

万冊が揃っていて、全〈そのすばらしさに驚き

ました。向うでフィノレダー先生から紹介してい

ただいたのですが、国会図書館の職員に槌谷さ

んという西南の卒業生 (60期〉がおられて、便

宜をはかつていたにきました。

Catho1ic University は蔵書70万冊、学部・

教室の分館が13あります。中央館は文科系の図

書が多〈、書庫には個人用の胞があって、それ

に自分の読みかけの本をしまってお〈乙とので

きるロッカーがついています。玄関のと乙ろ

l亡、“It is our duty to prepare 

materials for present and future 

generations. " (現在及び将来の世代のため

に資料を備えるのは我々の義務である〕と書い

てあって、図書館サービスの熱意がこめられて

いるのに感動を覚えました。叉ほかの図書館の

蔵書票に“Collection of books is true 

uni versity." (図書の収集こそ真の大学〉とい

う、カーライルの言葉を見?こ乙とがあります。

(蔵書にはスタンプだけではない蔵書票を見

返しに貼つであるのが多かったと思います〉

専門的な文献が完備しているだけでな〈、それ

を提供するサービス活動が行届いていて、さす

がだと感心させられたものです。 1日24時間聞

いている室もあり、勉強したい学生をいつでも

迎えいれる態勢を示していると思いました。も

ちろん自習室みたいなところでしたが。

一ーその部屋には本はおいであるのですか。

台信本はありません。職員もいないのです。た

だいつでもいけば勉強できるようになっている

のですね。普通の閲覧室は午後11時まででし

た。そして開館時間も長いが利用者も非常に多

いのですね。?こだ土曜と日曜は休館していまし

一一一図書館が非常によ〈発達し利用されていると

いうことの背後にはアメリカの大学の教授法つ

まりいわゆる teaching wi th books の

教育が大きな力となっていると聞きますが、向

うの授業と図書館との結びつきについて何かお

感じになった乙とがありましたら・・・・・。

台信 リザーブ・ブックの制度です。向うではリ

ザーブ・ブックの制度が大変発達していて、学生

は授業に出るにはこれを利用せざるをえない仕

組になっているのです。オープンの閲覧室の中

に別置して並べてありましたが、本iて色テープ

が貼ってあり、一夜貸出とか週末貸出とかの区

別が色別に一目で分るようにしてありました。

• 

• 
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一一一 レファレンス ・Jレー ムについてはいかがです

か。

台信 辞書 ・百科事典をはじめとする参考図書類

が並べてあり、 そとに参考調査に応ずる係員が

いるのですが、係員が一々親切に世話をやいて

〈れたのが印象に残っています。 面白いのは、、

レファレンス・ Jレームの中にイヤホーンでレコ

ードを聞〈 設備があ るのです。 L.L.とは別に

あるのです。

一一ーするとレコードもオーブンにな っているので

しょう か。

台信 ええそうです。その部屋の中においである

. のです。そして個人で好きなレコードを聞ける

のです。

一一閲覧室の ζ とですが、主題別に分れていると

ころが多いと聞きますが、そうでし ょうか。

台信 Catholic University では西南と同じよ

うに主題別でした。そしてそれぞれの部屋に専

門の係員が常駐していましたc

一一係員は何かユニホームを着ていますか。

台信 いや別に着てなかったと思います。

• 

一一 利用の手続きはどうでしょうか。オープンの

閲覧室の出入りに何か厳重な手続 きがいりまし

たでし ょうか。

台信 余り厳重ではなかったようです。ロッカー

設備はなく、荷物は持ったまま自由に入ってい

ました。 7こだ、国会図書館では退館のときに警

官がいて荷物検査をしますね。私のいた大学で、

は図書の貸出しにプラスチック製の登録券を各

自持っ ていて、それに自分の名前が浮彫 りにな

っているので、スリップK書名を書いてとれを

上から乙すると、一々サインしな〈てすむよう

になっていました。延滞すると延滞金1'810セ

ント を徴収されます。

一一しかし出入りが自由だと本の亡失が多〈なる

ように思われますが。

台信 ええ実はその通 りで、その大学でも本のな

〈なるのが近頃非常に多〈なったので、本l乙磁

性のものをつけて、持って出るときプザーが鳴

るような工夫を考えているという話でしたね。

でも、一般に簡単な手続きで自由に借出せる制

度になっています。驚いたことには、たまたま

下宿の近〈に来た公立図書館のブック・モビル

i乙行き合わせたら、すぐその場で貸出の便宜を

計ってくれましたよ。何の証明もいらないので

す。

\~ 

(カトリック大学中央図書館)

一一全〈便利なのに感心させられます。図書1乙対

する考え方が根本的に違っているからでしょう

ね。と乙ろで、最後に伺いたいのは、ご承知の

ようにとの図書館が既陀手狭まとなりましたた

めに、近〈新らしい図書館が建築されることと

なり、建築計画委員会の手でその準備が進めら

れているのですが、向うの図書館を利用された

と経験から、このような設備を新館に盛 り込ん

で欲しいというようなと意見でもありましたら

お願いしたいと存じます。

台信 そうですね口先ず第ーに、夜遅〈まで自由

に利用できる部屋が欲しいですね。それに、 1

階はなるべ〈広々としたそして自由に出入りで

きる、親しみ易い雰囲気の階にしていただきた

いと思います。映画やレコード・コンサート、

展示など行える会場も欲しいし、それに書庫の

キャレ Jレがあれば便利です。とにか〈図書館が

大学の文化活動の中心になってほしいと思いま

す。

一一 実は私どもも能率的なサービス・カウンタ

ーの設備や、ブックトラックを運搬するエレベ

ーターの設備などを備えていただ〈ょうお願い

しているのです。

台信 それはいいですね。向うでは学生も自由に

使用できるエレベーターがありましたよ。

一一 それでは乙の辺りで終らしていただきたい

と存 じます。今日は大変有益な話をお伺いする

ととができて私どもに非常に勉強になりまし

た。どうも有難う Cざいました。
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国ニユース

く図書館委員会 〉

41.11.17 昭和42年度図書館予算申請について、卒

業論文製本代金について、 長期図書未返却者の処置

について審議。

く全学総合目録事務打合会 > 
41.10.13 本館・神学部分館・短大分館・学研の各

担当者が集まり、全学総合目録を作成してゆ〈上で

の事務打合せが行われた。

く 図書館協議会 >く 研修>

文部省大学図書館職員講習 41. 10. 25--28 於広

島大学)逐次刊行物の整理方法及び総合目録につい

て研修。坂口出席。

全国図書館大会 41. 10.19--21 (於東京都)

坂本館長出席。

私大西地区部会 41.10.21 (於広島商大)

「研究者の大学図書館利用の実態とそのニードにつ

いて」その他の研究発表等が行われた。

杉本係長出席。

圃 マイクロ・カード読書機の購入

かねて研究上の必要から設置の要望の多かったマイ

クロ・カード読書機とマイクロ・プリント読書機各1

台がこのほど図書館に購入され、最近急激に増加しつ

つある マイクロ文献資料の利用に役立つこととなっ

た。

ずh

国私大助成金の一部削減について

本年度の私大助成金について、文部省から予算の補正

のため補助予定額の59';:;を留保する乙ととなった旨の

通知があり ました。本学の負担金が若干増加すること

とはな りますが、購入予定の研究設備その他には何ら

の変更や影響もありません。

園 田口司書のバプテスマ関係書誌の作成

神学部図書館の田口司書がここ数年にわたって作成し

てきた「パフ。テスマ関係書誌(年代順)Jが一応の完成

をみ、上・下2冊にまとめられて刊行され、本館にも

寄贈を受けた。

圃 寄 贈 図 書 (41年10fo.1-11月.
0山下宇一教授より 商家秘録 (明和7年)

0八回薫教授より 愛媛経済総観

OL ・G・フィ Jレダー教授より 英和辞典

0京都商工会議所よ り 京都における最近の賃金指標

O国際電信電話KKより 国際通信業務便覧他3冊

O日本銀行統計局より 中小企業経営分析昭和40年版

。福岡県よ り 福岡県の工業

0食糧庁よ り 米穀の集荷配給資料調査結果表

O広田弘毅伝刊行会よ り 広田弘毅

0東京都立日比谷図書館より 「江戸地誌」の目録

。聖心女子大学よ り 公会議と教会一致

0四国学院大学よ り 小アメリカ文学史

わたし ， 
j 、咳呪妾封より蔵書が好きと女房や怜き。昌坊4 どう かということ を調査する大切な役割をなすこの目 i

00000  

とりわけ日本人は自分の蔵書に甚だ大きな愛着と関 じるし、目あてとなるものを標目と呼んでいる。 従っ p

~ Jむを持ち、蔵書印を捺した り、買入れ年月日などを書 てこの標目は、その図書の著者名、団体名であり 、叉}

き込んでいるような、愛書家が多いようである。 書名である場合もあるが、この標自によって、目録ヵ

j 皆さんが利用されている本学図書館の蔵書も、以前 一ドのとで同一関係のものを一緒にまとめ、各図書資 c.
{は大きな朱肉の蔵書印を、最近で一一一 料を連絡させるのに役立っている?

;は、それに代るスタンプの受入登 図書館での用語 し、図書をきがす手がかりとなる i
〈録印が捺印されているが、その所 ものであるため、図書館の目録カ f
〉有を示すために書物に印を捺す乙 ード作成者は‘乙れを決定するた i

その 1孟孟孟 L 
J とは非常に古〈からあって、故実 めに日本図書館協会の編に なる 〉

}家として有名な栗原信充の「先進繍像玉石雑誌」の中 「日本目録糊IJJなるも のを参考資料と して、乙の標 j
:: V乙聖武天皇の天平12年(西暦加平〉の蔵書はのよ 目をき めている。 ; 

〈うな印が捺されていることが明らかな りとしてある。 時折、皆さんが数年前発行の古い本を、購入叉は利 i
用されようとして、館員より。今は絶版になっていま〉

i ここでは皆さんに、図書館で一般に使用されている す。という回答が なされることがある。この絶版?

;用語について、少し説明をしてみようと思う 。例えば (out of print)という ことは、厳密には、出版社が〈

i図書館のカード目録を利用する場合に、先ず、カード 原版を廃棄する乙とであるが、出版者自身の在庫がな}
ナ 〈なってしまったので、 通常の市場では、手にはいら 3

に記入されている事柄のう ち、目じるし、目あてとな 1 
な〈なったことをもいう。出版社が増刷の計画をもっ J1る最初に出て〈る姓名、名称および語句などをき肘 ており、一時的に在庫切れになったものに対しては、 ト

〉ことによって、目ざす図書が図書館日庫しているか 絶版とはいわない。 (伊藤 c
;I'.~.f"-.'....， .t、〆


