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西南学院大学図書館
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国連寄託圏書館に指定された意義

• 
人工衛星が飛

びかい、電子に

よるマス・メデ

ィアが高度に発

達した今 日で

は、世界のどの

国民も時代の流

れのそとに孤立

することは許さ

れな〈なりまし.h政治・経済その他あらゆる問題わいて、わ

fこ〈したちは今後ますます国際的な関係を密接に

して生きてい〈乙とになるでし ょう。近年、国際

活動の進展lとともなって、国際関係に寄せる一般

の関心がとみに高まってきたのは当然のととと思

われます。その意味で、との西南学院大学に国連

寄託図書館が設置され、多数の国連ならびに国際

関係の資料が寄託されるようになった乙とはま乙

とに意義深い乙とであると思います O これらの資

料は、現代の世界が直面している政治・経済・貿

易・労働その他あらゆる問題に関する国連の議

事・報告 ・統計をま とめた資料ですから、単に本

学の研究者や学生にとって有益であるばかりでな

し広〈西日本の学界、産業界にと っても、乙の

上ない貴重な研究資料であるといえます。したが

図書 館 長 清 田 正
士三OS
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って、国連寄託図書館の活動には多〈の人々 の期

待が寄せられているわ けです。 国連寄託図書館は

日本全国で、わずかに 9館しか設置されておりま

せん。しかもそのほとんどが国立大学か公立図書

、館であれ私立大学ではわが西南学院大学ただー

館だけであります。その点でも国連寄託図書の特

色を十分に生かし、その趣旨に最もよ〈沿った活

動をしていきたいと思っています。現在、国連寄

託図書館は、大学図書館四階の一隅に仮ずまいの

ような形でおいていますが、できるだけ早急に一

階に移して、もっと十分に利用できるようにした

いと 考えております。そして自由な明るい雰囲気

のものとし、一般にも広〈公開して各資料の活用

をはかつてもらうつもりでおります。

また、その資料も、国連本部の刊行物やドキュ

メントはもちろんのこと、国連諸機関その他の関

連資料まで多数収集しております。

最近 OECD(経済協力開発機構〉、 IMCO(政

府間海事協議機関〉などからしさらに寄託図書

館として指定されましたし、またアメリカ文化セ

ンターのと尽力により米国政府刊行物も多数備え

られる乙とになりました。

今後とも、ますます内容の充実をはかつて、国

連寄託図書館の存在を本学の誇りのーっとしてい

きたいと願っています。
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書架に並

~ んでいる

図書

前号の会分類より配架まで、、に続いて、配架はどのよ

うになっているか、階をおって述べてみ去しゑう。

1階 整理がすんだ図書は先ず l階学習室の新着棚に

並ぺられ、毎週火曜と金曜に入れかえそれぞれの閲覧室

に配架されるとと になっていますが、との聞は館内閲覧

のみで館外帯出はできません。そのほか、常置されてい

るものに、百科事典・哲学・政治・法律 ・経営 ・会計等

の辞書類の一部と、先生方の選定による学習用必修図書

が並ぺてありますので、学習室内で利用して下さい。叉 .

就職誌験問題集もおいてありますが、これは館外帯~Hが

出来ます。

2階 新着展示期闘が過ぎますと 、次の分類に該当す

る図書はこの階に収められます。

000 総 記…..図書館 ・書誌学 ・百科辞書及びー

般的な論文集・全集等

100 哲 学……哲学全般・心理学・宗教

200 歴史……歴史全般 '伝記 ・地誌・紀行

370 教 育……教育学 ・教育史 ・大学教育等

400 自然科学……数学・物理・化学・天文学・地

学 ・生物学 ・動植物学 9 医学 ・薬学

700 芸 術…・一芸術全般 ・保健体育 ・娯楽

800 語学H ・H ・英米仏を除く各国語

900 文学……英米仏を除〈各国語

3階 300 (除 370)社会科学……政治・法律・経

済 ・財政 ・統計の 部 ・社会・民俗 ・軍事 4・』
500 工学……工業全般・工業所有権・工業経済・ ‘' 

採鉱冶金・家事等

600 産業・…ー農業 ・水産 ・商業・ 市場 ・貿易・

会計・ 交通 ・通信等

800 語学……英米仏各国語

900 文学…...英米仏各文学

及び児童教育科関係の図書はこの階の一番奥に並

べてあります。叉開架分の洋書は 乙の階に集めら

れています。

4階 書庫になっていて次の図書が収蔵されていま

す。洋書の大部分製本済雑誌類・各種統計書 ・

和装本・限定出版物・文庫新書本のような小型

本

これ等の図書は目録の下部に匡亙|の印が押してあ

るので、利用したい方は係員に請求して下さい。 洋書は

大部分が閉架なので、押印が省略されています。

はでこの稿問問、分類表示が紙面の都合で.

組雑になっていますが、少しくわしい表を希望の方は

「利用案内、 1969年版」の残部を学習室に置いておきま

すので、自由におとり下さい。(杉本〉

，守 苧 白 骨 h骨.....--ー 二ご --------・申--砂~.c G S-C"  a :; q; Sf!I 'd・...... 包a-aliil :911 .811'" diaoS 'i・P々々 ‘--

圏寄贈図書

O 古賀武夫教授より ニューヨーク事業会社法ほか10問

O 城戸春分生教授より 九州の結核

O 白井正教授より イデオロギー閲争と国際法

O 清水喬太郎氏 (67-908)より (後藤教授経由)学術雑誌数 10点(唯物諭研究ほか〉

O 住吉大社より (山中耕作講師経由)住吉大社神代記

O 梶原市貞夫氏より Marketing: Principles and=methods ほか 3冊

O 在日フランス大使館より (中村栄子助教授経由JDictionnaire du francaise contemporainほか 8冊

O 福岡アメリカ文化センタ ーより Using good English ほか12冊

O 九州経済調査協会より 九州経済白書 44年度 ほか 2冊

O九電企画部より 電気事業講座 1 '" 15巻
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ニュース OECDならびに国連関

~I" ・ -....-十....#_<J> 山田千司 係資料展示会催さる

• 

きる 11月12日，，-，14日の

3日間、図書館 1階にて、

OECDならびに国連関

係資料、刀展示会が催され

た。との展示会は本学の

教職員・学生をはじめ、

市内および周辺の大学や

経済団体・銀行会社・

報道関係などにも広く案

内され、多数の来場者が

あり、本学国連寄託図書

館の認識が深められた。

図書館委員会

44 9. 19 議題)寮貸出図書について ほか

44. 10. 17 議題)①複写装置利用規則の改正につ

いて ②卒業論文製本代金について ほか

44 10. 31 議題)昭和45年度図書館経常予算申請

案について ほか

職員会

44. 9. 3 ①仕事の記録について(館長)

②洋書整理業務研修発表(広津)

44. 10. 16 ①整理業務・奉仕業務の改善案(司書長)

②研修発表一大学図書館におけるレファレンスの機

能(司書長)

44. 11. 19 和漢書整理業務研修発表(田中〉

44. 12. 3 特別帯出図書の取扱いについて

• こ

司

室

る

長

け

会

館

お

書
d
司

司書会

44. 9. 1 総記関係図書の選択について

44. 10. 9 資料の取扱い方法について

44. 10. 21 0 E C D ・国連資料展示会の実施方法に

ついて

44. 10. 28 短大図書の開架冊数の増加申入れについ

て

44. 10. 31 45年度予算案について

44. 11. 4 総記関係図書の選択について

44. 12. 4 ①文献情報の刊行案 ②学術雑誌目次複

写サービス実施案 ①一般図書の選定方法改定案

研修・出張

。私大西南地区研究会

44. 10. 4 会場別府大学) I大学図書館奉仕につ

いてJ 山下司書長研究発表〉

0福岡地区研究会(会場福岡女学院短大〉

44. 10. 15 山下司書長出席

44. 11. 12 品川司書補出席

44. 12. 10 伊藤課長補佐出席

。専門図書館協議会

44. 11. 10 "-' 11 会場九州経済調査協会) I大学

図書館の運営管理の現状と課題J(山下司書長講演〉

O国立国会図書館・文部省・日本図書館協会

44. 11. 12 "-' 13 清田館長、山下司書長出張

。私立大学図書館協会西地区部会

44. 11. 14 "-' 15 会場大阪商業大学)清田館長、

山下司書長出席 ①役員会 ②「大学図書館のレフ

アレンスの機能J(山下司書良研究発表)

規則改正

図書館に電子リコピーが設置されたのにともなっ

て、文献複写規則が改正され、 11月1日から次の新料

金となりました。

サ f ズ !単位|電子リコピー|セ、ロックス

A5以下 I 1枚 10 円

B5 イ? 15 円
{一一一一一 30 円

A4 1; 20 円

25 円B4 dン

米国政府刊行牧の継続寄贈

a福岡アメリカ文化センターから、多数の米国政府刊

行物が本学国連寄託図書館に継続寄贈されるととにな

った。

そのと好意に対して、 12月3日学長および図書館長

から女佑土ンターのベーリングト二〈鍔畏色感謝状が贈 J

られた。

図書館の環境ととのう

かねてから図書館の前庭の美化が望まれていたが、

乙のほど、花壇と、道路の舗装と南天の植込みが完成

した。

どうか乙のような環境を大切にしていただきたし九
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館員坂口のぷ

図書館では毎年11月の末

頃から卒論の作成に忙レい

学生さんが一杯で、四年生

になってはじめて図書館に

来られる方も多〈、一年生

と同じ様に、オーバーや荷

物をロッカーに入れて下さ

い。鍵を返して番号札とかえてくださいとか、帯出証の

書き方もいちいちテレクサそうに教えられて、書いてお

られるのを見ると、せラか〈毎年図書費を払って、も少

し早〈から利用されたらよかったたずらうとその度に思い

ます。

図書館に入るのは、めんどうだからとか、思うような

本がないからとかいう理由をつけて、来られない方もあ

るようですが、半;まな時間がある時、 φし位のめんどう

はがまんして、百接本に援する事が出来るのですから、

時間をかけてゆっ〈り本を見て廻り、どんな本がどとに

おいであるかという事を覚え、目録を検索して、自分の

読みたかった本を見つけたりして、探し出す喜びが味わ

えるのではないかと思います。

卒論を書〈時になって、あわてて、いろいろと文献や

本を探し、図書館には何もないととぼされる方、あきら

める方が多いのですが、もう少し前から揃えて貰うよ

う、希望されたらよいと思います。購入希望の申込を出

される方K何日位たったら本を見る事が出来るのかのべ

てみましょう。まづ購入請求書を担当の先生に廻し、購

入してよいかどうかをお伺いして、購入許可の捺印を頂

いて、注文書を発注します。それまで、にかかる日数が、

3日から一週間以上。その本が居頭にない場合、版元に

注文された場合は10日程の日数がかかり、絶版の返事が

くるのもその位かかります。それから整理をして貸出さ

れるまで一週間位はかかります。和書に要する日数が大

体この位ですが、洋書はたいてい居頭にないので、外国

発注となりますので、本が到着するまで三ヶ月以上はか

かります。一ヶ月位前に注文されても到底間に合わない

事をよ〈知っておいて下きい。

本が必要な事はよ〈わかりますが、卒論の期限がせま

ってからでは、どうにもなりません。来年書かれる方は

この事をよく知つで、早めにテーマをきめ、文献を集め

ておかれたらよい卒論が出来るのではないかと思うので

す。毎年毎年繰返へされる事ですが、作成される方も館

員の方もなんだかやりきれぬ気持になり、後味の悪い思

いをします。どうかいつまでも思出に残るよい卒論を書

いて〈ださい。誰でも目前に迫らないとなかなか、始め

ないものですが、時間に余裕のある時、色々資料を書き

写したり、複写をとって集めておかれたら卒論を書かれ

る時、十分役に立つのではないかと思います。

必要な箇所はあなただけが必要な場所でなく、誰もが

大切な所ですから、切り取ってもっていったりしない

で、書き写す時聞がなければ、複写を頼んで、他の人達

の迷惑にならないようにして下さい。

せっか〈図書費を払っているから、その分だけは、貰

っていかなければ損だとかいうような考えを、お持ちの

方はないと思いますが、皆が利用したい本がよ〈行方不

明になり、その人達を失望させるのは、ほんとに心苦しー

い事です。皆が気持よ〈利用できる図書館であるため~.

K、学生の方のと協力をお願いしたいものです。

j U ーへ告知板内、…~、1
( 0 冬休長期貸出 12月18日(木)から実施。 t
j 冊数は 3冊以内、期限は 1月1日 で 。 )

O 年末年始の休館など ι 

? 12月25日(木〉 クリスマス 休館 } 

i 26日後) 開館 9時，，-，17時 { 

27日(土〉 開館・ 9時，，-，13時 ， 

> I! 28日(日)"-' 1月 5日(月!

年末年始の休館 〉

(月 6・7日(火‘水)、

{ 開館・ 9時，，-，17時 3 
I! 8日(木) 以後平常開館 { 

~ 0 卒業紙製本代金の納入 ;a・
J 卒業論文は、製本のうえ図書館に保寄されるとパ'

j とふ吋す。山つで、卒業論文の提!

、 出は、製本代金を経理課に納入し、その領収書 2

1 を添えて論文を教務課に提出するようにして( ) 

} だきい。卒業論文製本代金ば次のとおりです。 ミ
3 商学部・経済学部学主 1人につき 220円;
; 文学部英文学科学生 1人向 80円?
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(あとがき)

乙のほど図書館の北側に南天の植えこみができたり、

閲覧室に花が生けられたりして、読書の雰囲気づくりが

なされている。卒業論文の作成に忙しい四年次の学生諸

君をはじめ皆さんが、心を落ちつけて読書にいそしまれ

る乙とを願っている。(伊藤)


