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亥の子のことば

．館長清田正喜 学術研究の急速な進展l乙伴

い、その成果の量はとみに激増した。 ζれらの情

報資料を的確・迅速に処理し整備するのが図書館

に課せられた使命で、ある。研究が推進されると教

育の実もあがってゆし本学図書館はこの現状に

対応するためには、まず 5階の内装が急がれる。

そとには共同研究室とか待殊資料室なども要望さ

れる。また事務能率の向上を図って二課制〈一案

として図書課と情報活動課など）も必要である。

今年も課題は山積しているが、要は前進の一語に

尽きると思う。

司書長山下和夫 今年のえとは亥であり、し

たがって卦も「すべから〈猪突猛進せよJと出

た。きて、それでは何に向かつて猛進するか、さ

しづめ独身ででもあれば異性に向かうこともでき

．ょうが、とちらはそうもゆぬo 仕事叩〉ら選

ぶとすると、課題はどうしてもコンピューターの

活用となる。世はあげて情報佑時代。その洪水を

コンピューターを駆使して乗り切ろうというわけ

だ。こういう文献が欲しいといえば、直ちに機械

が教えて〈れる。となれば、利用者はどんなにか

便利だろう。今年はびとっこれを手掛けようと考

えた。 「一寸盲信」でしょうか。

司書杉本善夫 今年は我輩の年である。む

かしから亥年生れの者は猪突猛進、向う見ずに突

きかかるなどと芳しからぬ評価をされているよう

で、そのためか故事・伝説はあまり信用しない乙

とにしている。むかしから言い習わされているこ

とは妥当性が多いと周囲からたびたび聞かされる

ととに反発すると、やっぱりあたっていると言わ

れるので、乙の点に注意するよう自分に言いきか

せている 3

司書伊藤治生 最近の図書館は文献量も利

用者も大幅に増大し、従来のようにただ目録だけ

に頼っていたので、は、必要な文献に到達すること

が困難な状態になってきました。そのため利用者

と必要な資料とを結びつけるための人的なサービ

ス体制を組織的に確立する乙と（レフアレンス・

サービス）が必要となってきています口今年は乙

ういった方面にも図書館の活動を広げていきたい

ものだと思います。

司書広津ー義純 元旦8時、気がついてみる

とまだ眠っている。眠ったままで図書館に出勤。

事務室が広〈見える。机の上あちこらに置いてあ

った未整理図書がな〈なっているのである。そう

か昨年の暮までに整理をしてしまったのか。 6日

朝平常通り i乙出勤。事務室の様子が一変してい

る。未整理図書棚は図書があふれている。 、図書

館殺すにや刃物はいらぬ、大学院の一つも設れば

いい、という猪の言は名言であった。

司書模養ーととしは、「猪」年のかたが

たの年です。不宵私も、その一人です。俗？と、猪

は、猪突猛進といって軽んじられていますが、私

は、猪の勇猛きを認めながらも、一方では、家康

の「人の一生は重荷を負うて遠き道を行〈がごと

し。急ぐべからず」や、ローマ初代皇帝、アウグ

スッスの座右の銘「Festina lente」 （ゆっ〈

り、急げ〉つまり、着実に、休みな〈という意味

です。などなどを考えております。

（司書会メンバーより）



( 2 ) Seiγlαn Gαkuin Uni：匂eγsitヲLibγα1yNews No.49 

I 索引・書目の利用について I 

今日のように情報の氾

濫している時代では、私

たちが何かま とまった研

究をしようとする場合に

は、書誌的な方法によら

ないかぎり、自分が調べ

たいと思っている分野のあらゆる 文献に接するこ

とは困難な状態になってきています。慈大な文献

の中から必要なものだけを調べる方法によってこ

そ効果的な研究を進めてい〈乙とができるといえ

ましょう。

こういった書誌的な手がかりとなるものに家主

(Index）があります。本来、索引とは書物の中

にでて〈る事項や人名などを一定の順序に配列し

て、その書物の中における所在を示すもので、一

つの書物に限られたものと、同類の書物の総合索

引とがありますが、ここでは後者の総合索引類に

ついてのべてみることにいたします。

ある研究テーマについて資料を調べる場合その

主題についての総合索引があるとないとでは、調

査・研究の進めかたに影響があるばかりか、その

成果に非常な関係がある場合があります。殊に最

近では主題のテンポが早〈なり、新しい問題につ

いて研究する必要が多〈なっているようです。こ

のような場合、現在日本では図書についての文献

を調べるための総合索引は、限られた特定分野の

ものを除、いては殆んどでておりませんが、雑誌論

文についてはい〈らかありますので、その代表的

なものを二、三簡単に紹介してみます。

先づ国立国会図書館からでている、雑誌記事索

引、があります。これは国会図書館で受入れられ

た邦文雑誌の記事を収録したもので、分類された

主題ごとに、それに関連した学術論文が著者、論

文名、掲載雑誌名、巻号および頁のII買に記載さ

れています。従ってこれを見れば、ある主題につ

いてその期間内にどのよ うな研究論文が発表され

ているかがわかり ます。なお巻末の書誌の項には

司 書 伊 藤 治 生 三

書誌・目録 ・関係文献も ついてお り、また時事問

題K関連した事項の参照索引 もついていますので

便利ですg 例えば日米識維問題や公害や平賀書簡

問題などのような比較的新しい事柄についての文

献も検索しやすいように索引がついています。

このほかさらに専門的分野についての索引としー

て代表的な ものに、経済学 文献季報、 がありま．． 
す。経済学文献季報には、経済学ととれに関係あ

る分野の内外の雑誌に掲載された論文と記事およ

び邦文の単行書まで収録されています。従って収

録件数は雑誌記事索引よりもはるかに多い〈わ

し〈なっていますが、これは専門分野の索引です

から当然といえましょう。

このほか各大学の論集・紀要に逐次発表されて

いる論文の中に必要な文献をきがす場合の手がか

りとなるものに、富士短期大学か らでている、文

献ジャーナJレ Jよあれ全国の大学の論集・紀要

の目次が紹介されています。

次に外国の代表的な索引についてのべてみます

と、欧米では索ヨ！の作成方法が進んでいるせし1か

図書についてもすぐれた総合索引がでています。

その一つに 、Cumulative Book Index 、 が

ありますが、乙れはアメリカの Wilson 社から

だされている索引で、英語で書かれた世界中の出 a・・
版物について収録されておりくただし政府刊行物司W

やパンフレッ卜類は除〈〉著者、書名、主題のい

づれからでも 検索されるようになっている索引で

す。なおこの索引の侍徴は、半年および 2年ごと

に Cumulateされたものが、 また新しく編集し

なおされて出版されるもので、まとまった期間内ー

における文献を調べるのには大変便利です。

索引と同じように文献探索の手がかりとなるも

のに葺具があります。 書目は目録ともいい、 書誌

的な説明のくわしいものは書誌と呼ばれる乙とも

あります。

一般には所蔵目録が乙れにあたりますが、ここ

では一般的によく利用されているものについて紹

介してみます。 、学術雑誌総合目録、これは文部

省から発行され （次頁上段へ続〈 〉
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（前頁下段より）

ているもので、全国の大学や研究機関が所蔵して

いる学術雑誌の所蔵事項が収録されていますの

で、必要な文献について ζれを調べればど乙でこ

れが所蔵されているかという乙とがわかり便利で

す。これは総合的なものですが、一つの図書館の

所蔵目録のようなものもた〈さんあります。国会

図書館の、欧文逐次刊行物所蔵目録、や、 、新収

洋書総合目録、などがこの種のものです。

こういった書 目類は非常に多〈、 ミ出版年鑑冬

や 、官庁刊行物総合目録、、な どのほか、戦後法

学文献総目録、といった専門的なものまでいろい

ろあり ます。． 以上はすべて本学図書館開蔵山 1るものば

かりですが、なお乙ういった索引 ・書 目類の充実

が望まれています。

卒業後の図書館利用手続

本学卒業生は、一定の手続きを経て、図書館を利用す

ることができます。次の手続きに従って研究・調査・教

養向上などに大いに利用してください。

① 利用希望者は、特別利用者規則の定めるところに従

って、次に掲げるものを提出しなければなりません。

特別利用許可願 1通、卒業証明書または勤務先証明書

その他本人の身分を証明するにたる書類1通、上半身

名刺型写真1、その他館長の必要と認める書類、手続

料金100円

① 手続きを完了した者には特別利用者証（ 1カ月間有

効j が交付されます。

① その他は学生利用規則が準用されますから、在学中

の手続きと変りません。

1 高 良 山の平家物語 一 「 措 こも間後園高良庄」 と臥るの！

I . I で、長講堂・三宝院と高良社との関係は持〉

~ I 文学部講師 山中耕作 ｜ 続山たらしい。しかし長講堂の直接の：

・ ー 一一一一一J 領地支配は、九州では元冠の役 (1274ごち

‘ 筑後一の宮高良大社には、覚一本平家物語がある。 ろ）以後はしだいに終わっていった。神社 j
の維持を庄園制に依容できな〈なる と、 各地の寺社は、2

i旧国宝だが、どういう因縁で同社時来したのか、そ かわりと して本家・領家ゆかりの遊行の唱導者を利用 l
fの背景がよく わからない。 し、 自ら経営を守ることになった。唱導によって彼ら｝

｝ ところが、 最近発見された高良記（中世末の縁起書） が集めてきた金は一山をうるおした。 :; 

j には、琵琶法師に関する伝承が記載され~.~：~~ ： ： ：~； 三 ピ筑後も八幡系、熊野系・高野山系・黒谷系 1
iわち、高良山叫百塔なる把堂があり 、 ；別総選総務溺叫； の唱導者が集まって盛況を呈した。瀬 j
E ここに本家・領家2座の座頭が集まっ 浅滋総慈愛総務議塁審議透＇~！it

t!igst11 ；~；；；； ort議援護 送 還；議議：務警 高の幸若舞・大善寺の美麗田楽・ 善導

：．て唱導を …開基叩とあ 議機I審議：；り、高良山氏下向したとき、京の因幡堂 議j 議録議議： flJ~ i議室 寺の琴などの諸芸能に 高良山百塔の 1

iの薬師を勧請したという 。また神龍石 j慨霊祭問 影 琵琶も交っていた。当道要録 （琵琶法 J
の脇に四ノ宮があったというが、中世 滋綴〓 機；：緩義務ぎ 師の故実書）に 「延元四年（1339）ニ；

i末山城園山科庄の四宮河原で、町 ；務協議妥協臨 月十六日明石検校 （覚ー〉為南帝 （ ぷ
度、座頭を集めて般若心経 1万巻を読 j綴滋；：5：援機綴線総長

撃をき議室議議：：ー （議選迄 醍醐）御追福百塔供養」と あるのは、 s 
請し平家物語を演奏していたのと通じ ；滋~lit霊綴議懇；；綴懇i懇畿怒Ljはすま川。 ；欝襲撃lllllff1:r.高良山の百塔に集まった座頭たち も、 ~~ 

言議 総1滋 ：議： :n 'i rt: 禁いFさて、高良庄の本家は後白河院の長 均一ωι 収 ,,. 町，.，.，，.，.， •• 覚ーに近い者であったろう。そして彼 f

f講堂、領家は醍醐寺三宝院で、応永14年（山）の長講 らの唱導が、覚一本平家物語によっていったとも考え i
i堂領服に「一、 長講堂領筑後国高良庄 三宝院殿牢 山であろう。乙れは仏平家物語の唱導文学た j

貢米二百石」とある。高良庄の立券年代は不明だが、
る一面をうかがわせる手掛りにもなる。文学伝来のあ

｝表白集 （続群書類従所収）には、文治4年（1188）三

｛宝院の勝賢が、高良社に大般若経 1部 6聞を施入し り万には、こうした新しい資料によっても組み立てら！

ちたとあるので、文治に近いころ、高良庄領家職が後白河 れていく方法があるようだ。 5 
j院から三宝院に寄進されたのだろう。その後の醍醐寺 （写真は高良大社蔵 覚一本平家物語） .? 
’....”？内田‘’，，，ρ』，.，，，，.，，.J崎.....’，，...、d ”...・’ー《円、目’a，《園、，，a、ρ、.，，，，....... ，.，，.、..‘ρ，＂内田山.， .............. .”J、句ρ・，，，，•、d”’J’園内， ＂＂
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＜ニュース＞
〆国連関係資料およびユダヤ教に関する文献展示会

昨年11月1Q,日（火）～12日（木）の期間、図書館1階

、の国連資料室で、

＼国連関係資料およ

＼ぴユダヤ教に関す

＼る文献の展示会を

催しました。

丁度、大学祭の

＼期間中で、学内お

よ び学外からも来

‘場者が多 〈盛会でした。またこの機会を利用し、羊皮紙

、本のモーセ五書の巻物や、グーテンベルク版の聖書（復

、刻版）も同時に展示しま した。

に図書館委員会

45. 11. 5 （議題）①昭和46年度図書予算について

②図書館の 2課制について

ベ 45.12. 11 ①学生利用規則改正案について

'--, ②昭和46年度図書の購入方針について

戸員会

'--- 45. 12;---2 ①旧教職員の特別利用の取扱い

①昭和46年度からの予算費目の変更 ③学生の貸出

期間延長案 ④業務研修発表（河内）

司書会

45. 10. 19 国連資料展示会計画の件

45. 10. 28 週刊誌の取扱い方法の件

45. 11. 4 2課制の実施計画の件

45. 11. 27 図書予算の区分方法の件

45. 12. 3 総記関係図書の選沢の件

45. 12. 10 // 

45. 12. 18 図書館報編集案の件

研修・出張

文部省大学図書館職員講習会 45.10. 6～9 

（於九州大学〉受入整理業務の改善・ レファレンス

・サーピスと二次資料の利用法について研修。広津

司書出席。

全国図書館大会 45.11.11～13 （於広島市〉

大学図書館部会において、 「大学図書館聞の相互協

力ならびに大学の研究と教育に対する犬学図書館の

あり方とその改革について」協議。 とく に、図書館

業務の機械化問題について、国会図書館および京都

産業大学における機械化の現状が報告された。清田

館長 （議長をつとめる）、山下司書長出席。

私立大学図書館協会西地区部会 45.11.20～21 

（於神戸女学院大学）「大阪の郷土史について」「ポ

ーランド大百科事典の編さん活動Jその他の研究発

表あ り。杉本課長補佐出席。

西南地区研究会 45. 11. 27～28 （於九州産業大学）

「国連関係資料の整理と利用について」 （伊藤）そ

の他の研究発表あ り。山下司書長、伊藤課長補佐出

席。

福岡地区研究会 45.11.17、45.12. 8 （於九州芸術工科

大学） Wilson Index の利用（川上繁治氏）、国

連資料の整理と利用（伊藤治生氏）について研修。

伊藤、 広津、横司書出席。

日間窓口
外国為替 （季）

解釈（月〉

キリスト教保育（月〉

鉱山地質 （年6)

日本の美術（月）

労働広報（月2)

ソフトウエア科学 （月）

(v uγ…（‘告知板＊＇＂＇ •• ....，..，，・〈、，1

(o 試験期の開館時間延長 ） 
} 1月開 ω から 2月9日（金）まで試験期の〈

ため l階学習室を午後9時まで関きます。開架閲｛

｝ 覧室は平常どおり午後6時までです。 ~ 

} 0 春休長期貸出 ( 

'; 2月4日（月）から実施。冊数は3冊以内。期限う

？ は、卒業予定者は2月末日まで‘それ以外の人は j
( 4月26日（月）まで。 ｝ 

． 

! 0 春休中の開舘予定 ~ 
~ 2月11日（月）からは16日（金）までの期間、 温.

午前9時から午後5時まで開架閲覧室を聞きま 〈司F

~ す。 学習室は閉室します。ただし、 ） 
~ 2月23・24日（火・水）入学試験のため閉館。 < 

3月12日（金） ～18日（木）在庫調査のため開〉

） 架閲覧室を閉室。その間学習室を聞きます。 ： 
！ム＝：.：...園内・．内，，.』、，.....、J ，，ハJ、J’Mへ.；＇......ー《........－－.勺....、，.，.，，.. ，＿，、....ti. 

（あとがき）

この号には司書会のメ ンバーによる年頭の寸言を掲載

したものの、はからずも発行が遅れてしまいました。

学期末の試験も今やたけなわで、毎日、 満席の掲示が

出される盛況です。ロッカーも不足ぎみで、利用者の皆

さんにご迷惑をおかけしている乙とと思います。

この図書館報も号を重ねて、次回はいよいよ50号とな

りますので、特集号として計画しています。ご期待くだ

さい。 （伊藤）
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自昭和45年4月～至昭和46年 1月

（敬称略〉

吾郷健二講師より 通商白書 昭和43年・昭和44

年、経済循環の構造、 国民所得分析、世界大思

想全集18、資本の純粋理論

青森県企画部統計課より 青森県民所得統計

昭和43年度、生産額総覧 昭和45年度

千葉県企画部統計課よ り 千葉県勢要覧昭和44

年度版

貯蓄増強中央委員会より 貯蓄に関する世論調査

昭和45年

中小企業金融公庫調査部より 設備投資動向調査

報告

福岡県企画開発部調査統計課より 福岡県の工業

福岡県教育庁社会教育課より 新収図書 目録第

4集

福岡県農政部参事室より 福岡県農業情報

昭和45年度

福岡県労働部労政課より 福岡県労働組合名鑑

昭和45年度

福岡市より 福岡市史第5巻

原田三喜雄教授より アメリカの日本研究

へJレデJレ代理店より 相愛こそ唯一の真理

比較民事法研究所より Meine Theorie zur 

Lehre der Entscheidung 

北辰内 論説資料保存会より 中国関係論説資料

第 1号～第10号

法曹協会より 法と人権 No.3 

石川県より 白山の自然

科学技術庁情報処理システム研究会より 情報処

理システム研究会報告 昭和44年・昭和45年

梶原禎夫先空より Oxenf eldt, A.ヰ．：
Pricing for Marketing Executives 

神奈川県企画調査部統計調査課より 工業生産統

計調査結果報告昭和44年

関西学院大学文学部より 創立八十周年関西学院

大学文学部記念論文集

気象庁より 大気放射能観測指針

北九州市より 第 6回北九州市統計年鑑昭和43

年度

高知県統計課より 高知県統計書昭和44年度

国際電信電話株式会社より 衛星通信年報昭和

44年度、国際電信電話年報昭和44年度

厚生省大臣官房企画室よ り 所得再分配調査報告

昭和42年度

公正取引委員会事務局経済部調査課より 一般集

中の現状と動向く資料編〉、わが国における一

般集中の現状と動向

熊本商科大学産業経営研究所より 蔵書目録第

9号

久留米大学より 回想記

京都府総務部統計課より 工業統計調査結果報告

書昭和43年度

京都国立博物館より、高台寺蒔絵天球院の障壁画

京都商工会議所より 京都府下における最近の賃

金指標昭和45年度

協和銀行より 本邦貯蓄銀行史

九州地区大学一般教育研究会より 第十八回九州

地区大学一般教育研究協議会議事録

松井康秀氏より 豊前国企救郡長野城とその周辺

明治学院大学より 井深梶之助とその時代第 1

巻・第2巻

三重県企画部統計課より 三重県勢要覧昭和45

年版

文部省より わが国の教育水準昭和45年度

文部省大臣官房統計課より 学術研究に関する調

査報告書 昭和4_4年度、教育統計資料集

文都省史料館より 近世史料所在調査概要

長崎県総務蔀統計課より 長崎県統計年鑑昭和

45年

奈良崎光利氏より 73-1821 c文学部仏語学科〉

Nouveau Petit Larousse; en couleurs 

Robert, P.一Dictionnairealphabetique 

& analogique de la langue francaise 

日興証券株式会社より 日興証券株式会社50年史

及資料編

日本パプテスト連盟より パプテストの信仰と歴

史、第12回パプテスト世界大学

日本大学より 山田鯨義伝

． 

． 



． 
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日本学芸協会より 絵本・童話・紙芝居（スライ

ド〕の実技、保母資格試験受験者の手引 昭和

45年版、絵画・製作（造形〕の実校、音楽・リ

ズムの実技

日本放送協会より NHK年鑑 '70 

日本空港ピノレディング株式会社より 東京国際タ

ーミナ Jレピ、Jl,,15年の歩み

西日本宗教学会より 西日本宗教学雑誌 1970 

農林大臣官房調査課より 食料需要分析昭和44

年度

農林経済局国際部国際企画課より ドイツ・マ Jレ

ク切上げ後の国際通貨問題

大阪府企画部統計課より 工業統計調査結果表

昭和43年

大阪証券取引所より 株式分布状況調査昭和44

年度

大阪糖業倶楽部より 浪華砂糖物語

「歴史の研究」刊行会より 歴史の研究第12巻

労働省婦人少年局より 女子労働者の就労状況の

変化に関する調査 1969 

三千院内跡出版部より 三千院談義集

姿勢研究所より 姿勢と生活第6巻

食糧庁総務部調査課より 米麦等の取引価格年報

昭和44年度

創価学会広報室より 創価学会入門

総理府統計局より 事業所統計調査報告昭和44

年都道府県編北海道・青森県・宮城県・秋

田県・山形県・福島県・栃木県・埼玉県・ 千葉

県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川

＼県・福井県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県

・三重県・滋賀県・京都府・大阪府 ・兵庫県＠

奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・

山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福

岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県、

科学技術研究調査報告 昭和44年、都道府県人

口の推計 昭和44年、全国年令別人口の推計

昭和44年

高瀬荘太郎先生記念事業会より 高瀬荘太郎

東京証券取引所より 東京証券取引所 20年史

東京都総務局統計部より 東京都区市町村勢要覧

昭和45年

東京都財務局経理府庶務課より 財務局事業概要

昭和45年度版

宮山県総務部統計調査課より 統計資料目録

第2集昭和44年11月～昭和45年9月

東洋大学付属電子計算機センターより 経営シス

テムの理論

八幡大学社会文化研究所より 民法論文集上巻

下巻各2部
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