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学五生 と 図 書 館

文学部教授西尾陽太郎

. 私がもと勤めていた大学の図書館を新築する計

画があって、そのために西南学院大学の図書館を

参観させてもらった事があった。当時は己の図書

館も新装成ったばかりで、美しい外観、整備され

た内部設計、そしてその中で静かに読書している

学生の姿などに羨望の念を抱いたことを今も思い

出す。転任して来てその図書館に出入りするよう

になった現在でもその感じは変らない。

大学に学び、研究に従う者にとっては、図書館

は中核的な存在である。大学の品格はその大学の

図書館の内容の充実に比例し、またその大学の教

師・学生の図書館利用の態度に現されるといって

も過言ではない。図書館に向い、その玄関に入ゥ

てゆ〈学生の顔には、常に何か真剣さがある。館

内を支配する静かさ、とれもまた貴重なもので、

図書館を愛するものはまた、 ζの静粛さを愛する

ものでければならない。それは各人の頭脳の自然

.化の状態からひきおこされた棚、緊張のもたら

す静粛とでもいうべきであろう。

最近の図書館業務は日ましにその便利さと開放

性が要求されつ〉ある o 国の内外l乙亘る情報の交

換と蒐集、資料の複写サーヴイス、読書研究の指

導と案内、視聴覚教育設備など。乙の西南学院大

学の図書館にもそれらの面の整備の努力が払われ

つ〉ある。しかしその便利性と開放性が図書館の

静粛さを失なってはならないと考える。

最近の学生の図書館利用状況はどのようなもの

であろうか。入館者の態度に限っていえば良好の

ように見える。?こ'>-'7月の図書館報によれば、各

学部の入館者数・館外貸出人数・貸出冊数とも、

いずれも前年度に比して、かなりの減少の傾向が

見られる。学生にとっての教養・学習・研究の便

宜は日毎に増して、図書館だけがその場所でな〈

なっていることは充分理解できるが、理由はそれ
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だけであろうか。大学生時代に本来的な責欲な知

識欲が単なる大学卒業資格取得一単位取得によっ

て他にそらされている点はないであろうか。乙の

ような傾向が後進国の大学生に大きいことをイギ

リスのサセックス大学教授ドアー氏は指摘し、乙

れを教育における「後発効果」であるという。 r
後発効果」とは、後発国(ドア{氏が新し〈造っ

た白木語で、後進国と同じ〕における先進国文化

の効果(よい効果も悪い効果も含めて〉の意味で

ある O つまり後発国の社会ほど、すべて形成的な

資格によって、社会的身分がきめられ、エリート

として扱われやすい。大切なのは、経験・研究に

よる知識・技術であるのに、それは置き去りにな

り、学生は徒らに大学に群り、学ぶ乙とは忘れて

単位取得のみに甘んずる。そこにその社会の自ず

からの空洞化が生じやすい、との意見であった。

その時の講演は、いわゆる後進国についての話で

あるから、日本のことを指しているのではない

が、知日家たるドアー氏は、案外、心の中で、は、

「日本も IRJじ」と考えていたのではあるまいかと

いう気がした。最近、氏はまた日本に招かれて講

演し、その中で、最近まで貧乏であった日本が、

ζのCろは背伸ひしているが、こんな講演会もお

寺の本堂でも借りてやったらどうかというような

事を云っている。誠によ〈日本の実状を理解、い

や、洞察した知日家の言というべきである。

図書館の入館者も、ドア一氏の言をかみしめる

時、入館者の多きを尊しとせず、真の読書人の入

館をもって誇りとなすという伝統がこの大学にあ

るならば、入館者数の減少など大した問題ではな

いのかも知れないのである。(図書館委員)
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外国図書館シリーズ

ロ ン ド ン

その 4

大学の図 書館
んどうなのでよ dデポジ沙トを置き、あ

、とで清算してもらうこともできる。

soASの図書館は1973年に新築さ
文学部教授 木 下 J止

1口 利 “~句~‘ーへ

ロンドン夫学は30あまりのコレッ汐、スクールなどか

ら成。立っているが. rコレッジ」とか「スクール」と

V~ うのは学部学科をもつなかぱ独立の大学である。

をめ中で、最古の UhiversityCollege Londonは文科系

から理工系にわたる 6学部45学科をもち、学生数も5，500

(うち 3分の lほ大学院学生)に達している。

したがってロンドン大学には総合図書館のほかに、各

コレヅ ジ、スク{ルに付属の図書館がある。乙こではそ

の申からユエパシティ・コレッジの図書館とSOASの図

書館を紹介しょう。 (SOASとは8choolof OrieIital 

and African Studiesの略である。)

ユニパシティ・ゴレ ッジの図

書館は、丸屋根と柱廊式の玄関

をもっ本館の 3階にある。

蔵書数は図書85万、雑誌7千種

といわれ、ほとんどすべて開架

式である。古い建物を改造した

ちしし多〈の小部屋K分れて

いて、冬などはと〈にうす暗い

が、それがかえって落ちつきを

与えている。

書架.の本は一見レて「よ〈読

まれている」 ζとが分かる。
University Col1ege 

製本し直した本もかなりある。名のある学者がかつて乙

こに提出したタイデ打ちの学位論文もチラホラ見える。

雑誌のパッ クナンバーも開架式である。乙の部屋も狭

〈でもあるときは四つんばいになり、あるときはハシゴ

をよじのぼちなければならないが、とにか〈自由に利用

でトきるのはありがたい。

帯出は学部学生が6冊まで、大学院学生は9冊までだ

ったと記憶している。期限はな 〈て好きなだけ借りてい

るととができるが、リコーノレの通知を受けたときには 3

日以内に返却しなければな らない。

複写機は大学のあちこちにある。図書館のは Ipのコ

インを 3枚(約20円)入れて 1枚複写をとる電子リヨピ

ーだ、ったP 枚数の多いと きには、コインを入れるのがめ

れた地上 5階地下 1階のピノレで、ある。

2階に広い読書室があり 、天窓まで吹

き抜けになっている。その吹き抜けが上に行〈ほど広く

なっているので「とじこめられたJ感じはしない。

読書机は各階の外側の窓に面したと乙ろにもある。全館

に一一書架の間も階段も一一じゅうたんが敷きつめてあ

る。わたしはよく書架の聞に山間をおろして書架.

の本を 1冊 1冊手にとって目を通したものだ。

ここには東洋およびアフリカ関係の図書が約40万冊あ

る。日本関係の洋書が 3，200冊、和書が 35，000冊、雑誌

は200種以上、中国関係の洋書が7，000、タテ文字の本が

100.000、雑誌は150種以上と

いう。

日本の図書館ではあまり見

かけない旧陸海軍の図書や、

戦時中もてはやされた思想家

の全集などもある。わが国で

，英語排斥運動が起きていた

頃、この国ではこういう本を

せっせと集めて日夜研究を続

Londonの本館 けていたのだろう。-

日本語の方言K関する本もかなり揃っている。とのS‘'
OAS には日本人の話をちょっと問いただけで「あなた

は00の方ですね」とピタリと当てる青い目の先生がい

らっしゃるそうだ。日本の古典もりっぱに揃っている。

保元、平治、竹取などの古い写本もあるというし、法隆

寺金堂壁画の実物大の模写もある。

貴重な美術書も多〈 、読書に疲れた目を喜ばせて〈れ

る。
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!書評一読書の秋にあたって~

..........'，..'，' ...... ，，，・~

の「誰のために愛するか」、藤原てい氏の

「いのち流れるとき」、石垣綾子氏の「愛

の勇気と英知」の四部作になっています。

それぞれの環I境で育った彼女たちの体験に

基づいて生み出された人生論と言うか、人

間味あふれる素晴しい本だと思います。瀬私は図書館に勤務して 6年目です。その聞に，、二度も

入院生活を送ってしまいました。

4年前には交通事故、そして今年 3月終りには急性肝炎

のため入院の破目になったのです。入院中の退屈しのぎ

は、やはり読書です。本当言うと、幼い頃から、あまり

読書と言う読書をしてないせいか、本を読むのが遅く て

.遅〈て、そのう え理解力も悪いし 一冊の本側三百

頁)を読むのに一週間以上は、かかってしまう始末です。

入院中は、三浦稜子さんの「積木の箱」を夢中で読みま

した。若い男教師と、家庭の愛情に飢えた中学生の男子

生徒との、心のふれあいを描いたものです。

なかなか素直になれない生徒は、学校に放火してまでも

男教師一いや父親に対して反抗するのです。男教師の苦

悩が痛々しい程に伝わって来て、胸が熱(なりました。

最近、 「日本教養全集」の4巻を、読み終えたばかりで

す。内容は、、瀬戸内晴美氏の「愛の倫理」、曾野綾子氏

ー一…ー…ー…ー…ー…ー…ー…ー…ー…ー-

「世界人口年J，c:よせて

一、 1974年は、 「世界人口年」である。それに因ん

.で、ルーマニアの首都ブカ川仙町人)で国

連世界人口会議が「全人類の地球は一つ」をスローガン

に、 8月19日から30日迄の12日間開かれた。会議の参加

国は130国。政府代表は、 2，000人であった。今年は、第

3回目にあたり、第 1回は、 1954年にローマで、第2回

は、 1965年にベオグラードで、それぞれ開かれたが、い

ずれも専門学者の会議であった。しかし、今度は、人口

問題の解決のために、各国政府代表が集まって、 「世界

人口行動計画」を策定しようというねらいであった。

二、さて、世界人口は、 1975年には、 40億に達すると

推定される。現在の39億において日本は、中国、 イン

ド、ソ連、米国、インドネシアに次いで六番目に多い。

日本は、 10月1日、推定人口は、 l億 1千万を超えるつ

叉、人口密度は、人日 500万人以上の国では、バングラ

デシュ、韓国、オランダ、ベルギーに次いで、5番目に密

でl平方キロ当たり 295人である。それに我国の男女と

もの三大成人病は、脳卒中，ガ‘ン、心臓病であるが、か

戸内氏は、世俗の道徳にとらわれず、自己に誠実な愛を

求めた人です。

曽野氏は‘身近な出来事に心を捉われて暮すことに『神

の優しきJを感じることができるカトリック教徒です。

藤原氏は、戦後の極限の状況で生き抜き、誰にも負けな

いフ ケイトの塊みたいな人です。石垣氏は、女性の各分 l

野における能力を力一杯発揮しながら、現実の社会的な

矛盾を、女性自らの手で打破すべきだと強調していま

す。人間は何のために生きて行かなければならないので

しょう?一- そして人間の愛情とは何なのでしまう?…

…生きがいを見出すこと、それが人生だと、自分を犠牲

にすること、それが愛情だと、この本は教えてくれるで

しょ“う。

をたどっている。

(本館司書補)

って猛威をふる った結核は、終戦後

の25年当時に比べ5分の lから10分

の l程度にその確率を低下させ、日

本人の平均寿命は、男 70，70歳、女

76.02歳となり今後増々 上昇の傾向

三、と乙ろで、毎年10月24日は「国連デー」である。今

年は、 「世界人口年」にあたるので、当日、国連の閲覧

室に若干の人口問題関係の資料・ドキュメント類を展示

致しますので、ご高覧下さい。又、 11月5・6日と、毎年

恒例の国連寄託図書館会議が今年は、薬院の九州国連寄

託図書館で聞かれる。

四、 最後にと参考までに、国連が決めたテ{マを、少

し遡って述べますと、 1972年が、 Book Y ear 0 1973年

が、人種差別に反対する為の行動の年。今年は、省略。

来年は、婦人の差別を撤廃する為の行動の年である。

参考資料

1.国際連合・世界人口年鑑 1973 原書房

2.人口の危機と対策 1973 ドメス出版

3.エコノミスト Vo1.52、 No.33・42
4.朝日ジャーナJレ Vol.16、 No.28・36・38・39

(横記)
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カニュース・ NEWS・お知らせ・ INFORMATION大

く福岡県・佐賀県大学図書館協議会 ②司書会規則について

福岡地区研究会の当番館> ③高額図書購入制度にもとづく高額図書購入の申請

この協議会は福岡地区、南部地区、北部地区の 3地区 について

から構成されているが、 49年度の福岡地区研究会の当番 く研修・出張>

館に本館が決りました。その第 1回はすでに 7月29日15 九州地区大学図書館協議会 49. 5. 10 

館・ 37名の出席をもって「管理・総務および閲覧業務J C於:はかた会館(九産大当番))木村館長・刀根司

のテーマで開催されました。年4回の開催を予定してい 書長、杉本課長補佐、野口司書補出席

ます。 福岡県・佐賀県大学図書館協議会総会 49.5 24 

く 学院図書館協議会開催さる>於:北九州大学)木村館長、箱田、品川司書補出席

西南学院のなかで図書、資料、視聴覚資料等を扱って 私大連盟大学図書館研究集会 49.6.25-29

いるま民は予算をもっている、大学図書館、学術研究所、

LL 、電算機センター、国際交流事務室、神学部分館、

短期大学部、高校図書館.中学校図書館の担当者が集っ

て去る 8月22日本館で聞きました。最近では大学だけで

も図書、資料等をあつかう部局がおお(なったので、そ

の管理、保管、整理等についていろいろ情報を交換しま

した。今後も年 l回以上開催する予定にしています。

く増加図書目録の発行>

近著図書情報誌として今度増加図書目録を発行するこ

とにしました。学術研究所と本館二階の辞書棚のうえに

備付けておきますのでと利用下さい。速報性と蔵書目録

的性格を出すため年 3........4回発行の予定です。

く新図書館委員紹介>(49.7.1付)

神学部 R.H.カノレペッパー

教養部 西尾陽太郎

文学部

英文 真鍋 誠

仏語 寿

(於:群馬ぜ草津ホテルピレッツ)

箱田、品川司書補出席

私大図書館協会第35回総・大会 49.7.18-----20 

(於:駒沢大学)今永係長出席

〈人事異動>

昇任 49.4.1付 (司書補) 松本容子

異動 。(司書) 田中 進教務課へ

グ (グ) 中村晴光秘書課へ

49.9.1 箕原加代子経理課へ

任用 49.4.1 司 書) 荒川勇洋書整理係

49.9.1 大熊久美子奉仕係

¥-、.......，.'，.，.，'..，....山告知板 VH〈 V}

;:. 0 大学祭期間中の開・閉館時間 〈

( 11月13日(水)........17日(日)の大学祭期間中の開〉

( .閉館時聞を下記のとおりとしますので、と承知{

くただ、さい。

S 1卯

• 

末 松

児教 堺 太郎

j 明叩 ω 9時~ロ

なお、学習室は閉室いたします。:: ~・h

商学部 岡 本幸雄

経 済学部吾郷健二

法学部 川上宏二郎

く図書館委員会>

49. 4. 9 

(議題)

①図書館資料費予算配分、支出および決算に関する

規則

②指定図書募集・査定の基準と方法の件

③院生の処遇について

49. 4.19 

①48年度図書館決算について

②その他

49. 7.11 

①19年度図書館予算について

s 0 卒論特別貸出について 1 ・
4年次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。通常の貸出のほかに 3冊以内、 J 

〈 期間は 1カ月です。希望者は受付まで申し出て¥ ~ 

ださい。

あとがき

先日、 K市の原始と現代を結ぶ世紀の巨匠の Henry

Moore展を鑑賞してきたが、 「家族」というのが秀作

との乙とであった。あと、日本庭園があり、なかなか意

匠をとらしてありいいところで、あった。

ところで、日曜、日直をしていたら、あすの祭日は開

館しないのですか?グの電話。この熱意が、試験期だけ

にとどまらないように。

なお、当号にと寄稿されました、西尾、木下両先生に

厚〈お干しを申し上げます (y.M)
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自前雪和幼年::s月 ~ 至 昭和雄9年 9月

〈敬称略〉

〈和漢書の部〉

愛知l県勤労会館より

年版』

「労働関係交献索引 1973: 

芦屋大学より 「芦屋大学創立10周年記念論文集J
防衛庁より 『防衛年鑑 1974J] 

朝鮮奨学会より 『学術論文集第3集jl

大韓民国駐日公報館よち 『韓国動乱』

大都市統計協議会より 『大都市比較統計年表

昭和471年』

. 福岡印刷より 剛山脈』

福岡果より 『福岡県勢要覧昭和48年;版J

福岡県教育委員会より 『九州の石塔J 2部

他 2冊

福岡県労働部より 『福岡県労働経済白書昭和

48年版」 他 I冊

福岡市より 『福岡 -1973市政要覧~j

福岡市交芸運蛍委員会より 「福岡， 73文学費』

福岡市総務部統計課より 『福岡市統計者 昭和

48年版J]~

福岡市役所より 『福岡市史第7巻J]I

船越栄一学長より 「続あの目この眼』

服部時計底より 『時計史年表索引」

肥後相互銀行より 『肥後相互銀行40年史』

石井記念友愛社より 『石井十次日誌J

石川重俊氏より 『苦悩する現代文学』

. 時事通信社より 附と人生』

自由民主党より 『自由社会にっぽん 昭和49年

度版』

人事院より 『国家公務員給与等実態調査報告書

昭和48年 1月15日現在』

河村博文氏より 『現代法学講義』

慶応義塾大学三国情報センターより 「三田情報

セシターの収書方針と第二次収書計画 昭和48

--50年度』

健康保険組合連合会より 『社会保障年鑑1974j

建設省河川局より 「海岸統計昭和48年度版』

金融経済研究所より 『金融研究会講演集』

願麟麦酒株式会社より 『親子を考えるJ
北九州市公害対策局規制部企画調整課より 『北

九州市の公害昭和48年度版」

清岡l雅雄先生より 『憲法概説』他 1冊

神戸大学経済経営学会より 『経営学・会計学・

商学研究のためにJJ 2部他2冊

国桂会より 『田中智学先生略伝』

国土計画協会より 『新しい都市交通システムの

評価に関する基礎的調査』

国立公文書館内閣文庫より 『譜牒徐録 上』

国立国会図書館より 『国立国会図書館新収洋書

総合目録 1971 part I ~n J] 他2冊

国際電信電話株式会社より 『衛星通信年報 昭

和47年度』 他 1冊

共同通信社開発局より 『世界年鑑 1974J] 

共栄火災海上保険相互会社より 『共栄火災30年

史』

共立女子大学文芸学部より 『共立女子大学文芸

学部創設20周年記念論集』

京都大学人文科学研究所より 『異端運動の研究』

京都外国語大学対属図書館より 『京都外国語大

学蔵書目録和漢書之部巻 1j

九州大学法学部図書掛より 『九州大学法学部貴

童書目録一欧文編ー 1974年版』

レーベJレ先生より 『岡山景政百年の歩み』 他

1冊
ライオン歯磨株式会社より 『ライオン歯磨八十

年史J

松野敏男氏より 『外人百人一首』

名城大学附属図書館より 『名城大学蔵書目録

第 1--2巻』

未来社より 『沢崎竪造の信仰と生涯』

三井信託銀行より

宮崎県立図書館より

第4巻』

武蔵大学学会より

文集』

『ライフ プラニング』

『宮崎県立図書館蔵書目録

『武蔵大学関学10周年記念論

ニコルソン民より 『ゃぎのおじさん行状記』

新居浜市より 『新居浜産業経済史』

日本大学、綜合科学研究所より 『日本大学研究業

績総覧 CXXI]1970 前期~後期J] 2部

日本銀行調査局より 「日本金融年表明治元年~

昭和48年』

日本観光開発財団より ~Young の旅，74年版』
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日本航空株式会社より

日本ペンクラブより

事録 1'""-'2 Jl 

日本政経新聞社より

改訂新版』

『日本航空20年史』

『日本文化研究国際会議議

『国会便覧昭和49年 2月

日本生命保険相互会社より 『保設年鑑 昭和47

年度』

日本ユネスコ国内委員会より 『ユネスコ関係条

約・勧告集』

農林中央金庫より 『農林中央金庫法逐条解説

新版』

田代義範先生より 『産業人の未来』

天理教教会本部より 『天理教年鑑 昭和49年版

Jl 2部

東京大学文学部より 『東京大学文学部研究報告

文学哲学論文集』

東京空襲を記録する会より 『東京大空襲・戦災

誌第5巻』

東京証券取引所より 『東京証券取引所20年史』

東京都民生局国民年金部長より 『国民年金事業

年報 ， 72Jl 

東京都商工指導所より 『業種別総合調査』 全

農林漁業金融公庫より 『農林漁業金融公庫20年 2冊--

史』 東京都総務局統計部より 『東京都統計年鑑昭司，

小田松五郎氏より 『法律学全集第 2巻』

大神二郎氏より 『博多おおまん太郎』

大阪商工会議所より 『五代友厚関係文書目録』

太田和男先生より 『フランス』

小樽商科大学人文科学研究会より 『カントの宗

教哲学』

RKB毎日放送株式会社より 『放送20年』

佐賀県より 『佐賀県のすがた 1974Jl 他 1冊

佐藤霧子氏より 『日本名画家伝物故篇』

成城大学経済学部より 『ラテン・アメリカ商事

法』他1冊

生命保険協会より

昭和48年度』

世界の動き社より

社会保険庁より

年度』

『生命保険に関する 全国調査

『現代中国の知識』

『社会保険庁事業年報昭和47

島内龍起氏より 「東京裁判弁護雑録』

証券投資信託協会より 『証券投資信託年報 昭

和48年版Jl 2部

創価学会より 『平和への行脚Jl 2部他6冊

損害保険事業研究所より 『損害保険事業研究所

創立四十周年記念損害保険論集』

鈴木金属工業より 『スズキのピアノ線35年のあ

ゆみJl 2部

田辺康平先生より 『手形・小切手法講義』

和47年』

東洋大学図書館より 『東洋大学図書館蔵書目録

第 1巻』

通商産業大臣官房調査統計部より 『わが国の商

業 1973Jl

八重州商工株式会社より 『中小企業事業転換事

例集』

八幡大学社会文佑研究所より 『明治憲法におけ

る予算制度の研究』

山崎峯次郎氏より 『香辛料 IJl 2部

山下和夫氏より 『資料組識化論』

吉川弘文館より 『肖像選集』

全国商品取引所連合会より 『商品取引所年報

昭和46年度』

(洋書の都〉

福岡ユネスコ協会より rOverseas ]apanese 

Studies Institutions. 1973. Jl 

外務省より r A dventure in OilJl 他 1冊

中村栄子先生より rJapon Troisi色meGrand. 

』他4冊
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