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西南学院大学図書館

人生は学習の連続です

大学院経営学研究科長 古 輝 久林

皆さんもいよいよ卒業ですね。卒業を心から祝福したい気持と共に，旅立ち行く子供を見送る親心に

も似て，何か言い忘れているような，一抹の不安と寂しさをも覚えます。ところで，皆さんは16年間の

学校生活に一応の終止符を打って，いま<職業人>としての新しい人生の門出に立っているわけです。

が，各自それなりの将来に対する抱負なり展望を充分おもちとは思います。しかし， r不確実性の時代」

という言葉が象徴的に示していますように，変化を常態とする価値多元主義の社会であるだけに，一緒

に考えてみましょう O

科学技術の発展は目覚ましく，それは宇宙時代を出現させている程です口わが国も「生産至上主義」

のもとに，昭和30年代の高度経済成長を経て，<豊かな社会>への仲間入りをする乙とになりました。

しかし，今日ではそれらを手放しで謡歌するととはできないようです。小さなー惑星にすぎない乙の宇

宙船明地球号"の中で，いま40億の人類がひしめき合っています。が， 21世紀には， 60億人に増大する

ともいわれています。いまでも10億の人びとが食糧不足で困っているそうです。地球に60億の人類を養

う能力が果しであるのでしょうか。人口，食糧，資源，環境問題など，いずれも一国を越えた優れてグ

ローパノレな問題なのです。それにも拘らず戦後の世界情勢は，米ソを各中心とする東西対立，先進国と

開発途上国との南北対立，これらに民族主義や近代化問題が複雑にからまって，今日でも中近東，中越

紛争と熱い争いが絶えません。国内的にも，工業化に伴う公害，巨大化する組織や都市化による人間精神

の荒廃(疎外〉など，量的豊かさの中における質的貧困が不可避的に拡大化しており，いわゆる管理社会

の進行につれて， r人間」そのものへの関心と問いかけが強まってきているように思えます。

かつて K・ボーノレディングは，現代を「組織革命の時代」だと規定しました。彼の指摘のように今日

私達の生活は，組織(国家・企業・労組など)を離れては考えられません。皆さんも職業人として，乙

の巨大な分業体系の中に操作可能なものとして恐らく組み込まれることになるでしょう o 自分では自由

奔放に行動しているつもりでも，実は孫悟空的幻想であったりするのです。組織は本来人間生活を豊か

にするために形成された手段体系であるはずなのですが，いまでは組織が自己の形成者である人間を手

段化し，酷使するととになっているということです。 W.H・ホワイトは「個人のエネノレギーは組織の

ために与えてもよいが，自分自身をーかけらも与えてはならない。」と忠告していました。しかし，私達

日本人は，独自の思考・行動様式のためか，ファウストよろしく自己の魂までも悪魔メフィストフェレ

スならぬ組織に売り渡しすぎているように思えますD ロッキード，グラマン事件をみましでも，それは

明らかで、すo M.ブーパーの言うように， r人間とは何か」にさえ答えられないほど，私達は馬鹿な動

物であるとしても，また「何のための労働なのか」といまやその根源的問いかけをし続けなければなら

ないようです。人生とは学習・トレーニングの連続であり，皆さんの本当の勉強も乙れからであること

を 心に銘 記して下さい。(商学部教授〉
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ジュネー ブ の 春
とになる。

図書館に入ると. 1階には古代・中世から

現代までの写本・手稿を収めた写本室や，ノレ

ソー博物館等がある。昨年は丁度没後二百年

文学部講師 富 盛 伸 夫 自にあたっていたので，珍しいデスマスクや

遺品などが盛大に展示され"内外からの見学

春の間近い乙とを告げる花が日本では紅白の梅なら 者を集めた。織椴のしきつめられた館内には廊下や階段

ば，雪の融けはじめたアルプスの高原では.牧草地一面

に咲き集う白や薄紫のクロッカスということになる。ス

イスの南西端にあるジュネープでは，乙のクロッカスに

続いて本格的な春の訪れを知らせるのが，マロニエの若

葉である。旧市街の丘からレマン湖を背にしてボーデ塔

の城門をくぐると，マロニエ並木の美しいトレイユ坂に

さしかかる。ジュネーブ市内の落葉樹が春になって最初

に葉をつけるのは乙乙のマロ

ニエだそうで， 毎年地元紙に

は，待ちに待った春の到来と

もいうべきその技の写真が掲

げられるのが通例である。復

活祭の前後になると，ふくら

んだ新芽をつけた並木の下を

どこか落ち着かずにそぞろ歩

きする市民の姿が自につくよ

うになる。

さて，そこから左手の梢ど

しに見えるのがジュネーフ、、大

学で，創立者のカノレパンはじ

め宗教改革者の記念碑のある

パスチヨン公園の北半分を占

などに，ジュネーブ州と大学にゆかりの深かった文人・

科学者の胸像や肖像画が飾られており，図書館全体が歴

史博物館のようでもある。約80のゆったりした座席を開

架式の基礎資料が囲む閲覧室は， 2階が入口になってい

て，ガラス屋根まで吹き抜けの広々した空間が気持良

い。隣接した目録室には一般的な分類目録の他に，数百

項目のABCII買件名目録があるのが実に役立つた。

例えば，十進分類法では探し

にくい「笑い」とか「涙Jに

ついて調べる場合2 それぞれ

のケースを引くと，生理学か

ら文学までにわたる関連文献

が一回で引けるという具合で

ある。それでも立往生してい

ると司書の人がやってきて，

親切に相談にのってくれるの

には嬉しかった。

この図書館の名は，正式に

は「ジュネーブ州立・大学図

書館」 といって，公立である

と同じに大学附属でもあるか

ら，利用者は圧倒的にジュネ

• 

抗いる。全体はコの字形を輯輯鱒輔購盟鱒鱗輯ーブ大学生砂川一般の人.

して，中央が大教室を容する も読書 ・借り出しなどに繁く一

本館，右が法・経・文の各学 ジュネーブ大学のある、パスチョン公園内 通う常連もいるようだ。その

部のあるジュラ館，左がジュ カルパン等の宗教改革記念碑 中でも忘れがたいのは.70歳

ネーブ州立総合図書館となっている。とこを訪れる人 ほとうに越えたと見ちれる老人が、ほとんど毎日欠かさ

は，七千余名の学生数をもっ大学にしては小じんまりと ず閲覧室の机いっぱいに厚い文献を広げて熱心にノート

しているのに驚かされるが，実は大学施設の分散してい をとっている姿である。貸し出し係の人も その席と必

る点では日本で問題にされるタコ足大学の比ではなく， 要な書物とは特に配慮して確保してあげていたようで心

何と少なくともり本の足がジュネーブ州一帯に拡ってい 暖まる想い出であるが，私はその老人を見るたびに，時

ると知り a 再びびっくりする。新学年の第1回目の授業 として弱くなりがちな自分が叱略される思いであった。

の直前には，先生と学生が手分けして教室を探している

光景が見られるほどである。もとより不案内な外国人学

生はa もうお手上げするしかない。 各学科の図書室も又

市内各所に分散しているのは当然で，時として，必要な

本を探すのにひと苦労ということがあるが凱その度に，

周到に整備された目録室のある総合図書館に足を運ぶ乙

窓から入るマロニエの柔らかい新緑の光の中で，あの老

人は今日も又机に向っているのだろうかと，ふと考える

との頃である。
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• 図書館と私

そ図書館と私ミという改まった題で原稿の依頼を

受けた時，何かの間違いではないだろうかと思い

ました。なぜなら，借りた本の数が一番多かった

人ゃいつも図書館昨通っていた人に依頼するのが

当然だと思っていたからです。この私はといえば

レポート作成か卒業論文の為ぐらいしか図書館で

勉強した事はありませんし，突をいうと 2年にな

るまで本の借り方を知らなかったのです。

乙んな私が昨年の夏，卒業論文作成の為に図書

館を利用するようになって発見したおもしろい

事?が二つあります。その一つは，図書館の 2階

'-""'4階まではとても好意的で夜9時まで聞けてく

ださっているのですが，暗くなると電気スタンド

を貸して下さるという事です。ある日偶然，カウ

ンターでスタンドを借りている人に出会い初めて

知ったのですが私も一度，スタンドをお借りして

. 勉峨強し目てみ枇た削しい凡1

一つは，いつも 3階の部屋で会う男の人の事。そ

の方は麦わら帽子にランニンEグシャツ，そしてト

レパンにぞ、うりぱきという変わったいでたちで，

机いっぱいにたくさんの本を広げて勉強していら

っしゃったのです。その方の風采の奇妙さと勉学

心の旺盛さに圧倒されてしまいましたD 私もあの

方のように毎日勉強していたら，さぞ、かし立派な

論文が書けただろうなあ…なんて思っています。

図書館がいかに有効であるかという事がわか

り，これからどんどん利用したいと思った頃には

もう卒業です。 I光陰矢のごとし」といいますが

本当に四年間なんてあっという聞に過ぎてしまい

ます。後輩の皆さんには，有意義な学生生活を送

るためにも，早くから図書館を利用される事をお

勧めし，図書館職員の方々には 4年間本当にお

世話になりました，という感謝の気持ちを述べて

終りにしたいと思います。

商学部商学科四年 森 薫

私が卒業してはや 2年過ぎた。時の流れが早い

のに驚いている o

さて，私にとって図書館は l年生，-....， 3年生まで

は前期・後期の試験期間中に勉強する場所でしか

なかった。いわんや，図書館へ行って専門書を読

むなんて全くなかった。しかし， 4年生になると，

卒業論文のテーマの決定等のため専門書を借りに

ときどき行くようになったが， 毎日図書館通いが

決定的となったのは，資格取得という一大決心を

したからであるo

初めのうちは，机の前に坐っているのが苦痛で、

図書館の環境に適応するのに苦労した。なぜなら

今まで大学に入って自発的に勉強したことがない

うえ，試験の難しさがしみじみとわかってきたか

らであ'るb 現在でも後者は続的ているが。そうい

う時4階のベランダより中庭の松や空を見るのが

なによりもι気やすめになっているo

ところで，毎日の図書館通いで収穫にな勺たの

は良き先輩や同輩を得ることができたことであ

るD その人たちも受験浪んなので，私と同じ立場

であり，気持ちが通じ合い，勉強のはげみとなっ

ている D

乙のように，私にとって図書館は人生において

最後の受験勉強になるであろう場所として，深い

結びつきになったのである。図書館は朝 9時より

夜 9時まで雨の日も晴れの日も風の日も，かすか

に見えるゴーノレ(合格)に向ってただひたすらに

勉学にいそしむ場所であり，私にとって，一生忘

れ得ぬものとなるであろう。

77期卒業生大津一司
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九州産業大学新図書館をたずねて

2階の配置図

篠崎真里

国道 3号線添いに位置する九州産業大学

に，このほど，新図書館が完成しました。

ステンドグラスに赤レンガの建物は，ひと

きわ目をひきます。 1階は学生課 2・3階

が図書館 4階は L.L.やギャラリーがあ

り，地下 1階は荷解室，機械室等です。

2・3階の図書館のうち 2階の配置は図の . 

子母沢寛全 集第6.7.8巻

「勝海舟 」

講 談社 昭和48年

( 近代日本へと大きく変化をとげた激動の幕末維新時

代p男の夢とロマンをかきたてるではありませんか。乙の

コラムを担当するにあたり.この本を選んでみま した。

乙れは，旗本小普請四十俵取りの侍が，激動の世，陸

軍総裁七千石の御大身に出世し，戦力的に有力であった

幕府主戦論を抑えて政権奉還の初念をつらぬき，西郷隆

盛との劇的な江戸城無血明け渡しをやってのけ.国内争

乱を回避することによって列強の領土侵略を防いだ 「勝

海舟」の蘭学を志す頃から，明治新政を迎えるまでを描

いた1700ページにおよぶ大河小説です。その内容は，第

一巻，黒船渡来，第二巻.威臨丸渡米.第三巻，長州征

伐，第四巻，大政奉還，第五巻，江戸開城，第六巻 明

治新政となっています。数年前に松方弘樹主演で「日曜

大河ドラマ」として..NHKから放映されたので，ご覧

になった人も多いと思います。著者が，東京日日新聞

通りです。注目される点は 2階メインカウン

ターに設置されているコンピュータ(ユーザ

ック 820)です。従来学生が貸出の際，記入

していた図書番号，氏名番号を機械が読み取

るため，貸出手続きが簡略化できるというこ

とです。また，ロッカーは本学でも来年度一

部設置予定のリターン方式めコイン・ロ γ カ

(今の毎日新聞)の記者時代の 圃園田

大正末年，日曜毎に夜行で京都 血D.-一ーす¥

へ行きその日の夜行で東京へ戻 /園初 /j
るといった調子で，幕末維新の / 吻姐吃

史蹟を訪ね‘生き残りの古老た a産量'半、
ちの聞き書きをまとめて発表したのが「新撰組仕末記」

であり.本書も海舟の自著である「海舟日記Jr氷川清

話Jを素材にしており，小説とはいえ歴史の陰に隠れた

幾多の興味深い事実を知るととができます。また，本書

に関連して，当時の江戸下町の風景と人情の機徴のなか

で，父，勝小吉の生きざまを描いた「おとと鷹J，勝親

子の愛情を描いた「親子鷹」も

一読をおすすめいたします。

書物は「知識の泉」です。折

に触れて，書物に親しまれるこ

とをおすすめいたします。それ

があなたにとって.いつの日に

か役に立つのですから。

学生課係長宮下和義

※乙の本は図書館に在庫しています。

(分類番号 913.6S24.1ー〉

• 
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ーです。建物の地下 1階に続く所に，コンベア式

の搬入口があり，そのうえ出入り口にはテレビカ

メラが備え付けられ，事務室からドアの開閉がで

きるようになっています。

総工費11億 5千万円 1年3カ月を費して完成

館員雑記

荒川 勇

私が受入業務を担当して早や 1年4カ月が過

ぎてしまった。まだ知識不足な点が多くて，十

分にこの業務を遂行しているとは言えないが，

自分の気づくと乙ろを思うままに述べてみた

いo

私は主に洋書の購入受入れを担当している

が，乙の業務には，情報化時代と言われるだけ

に，さまざまの情報に積極的な姿勢を示し対処す

るだけの能力が必要とされていると思う D それに

は， 多く のレファレンス・ブックに，又各書庖の

発行するカタログ等に熟知しておかなければなら

ないという乙とである D つまり，乙の業務は，図

書を注文し，受入れるという単純作業ではなく，

注文する前にさまざまの書誌的事項の検討を怠る

と， ミスが生じるのである o

図書の購入においては，図書購入予算，先生方の

. 購入希望図書，それに訴との関係などを考慮し

て注文受入れをしなければならないが，この乙と

が，この業務の中核をな.しているo しかし，予

算の範囲は決まっているし，注文しても年度内に

は入荷がむずかしい図書も大分あって，予算の消

化状況と図書の受入れ状況は必らずしも一致して

し'otよし'00

最近，学生の図書購入希望が多くなっているが，

非常に好ましいことであると思う O

今後，この業務にもさまざまなケースが出てく

ると思うが，先生方，あるいは学生諸君の期待に

そうべく努力していきたいと思っている D

(受入係〉

した九州産業大学の新図書館は規模，設備，あら

ゆる面において，大学の教育，研究に対する意欲

と事務の能率化を備えていると感じました。実際

動き出すのは 4月からだそうですが，今後の活躍

が期待されます。 (受入係)

板谷茂代

図書館に来て目録のひき方がわからない人が，

ままありますが， self studyのために 資料の探

索方法を身につけておくことは，最大限に図書館

を利用するために，ぜひ必要な乙とです。そのた

めには大学で資料探索法を講義として，カリキュ

ラムの中に入れてあればと思わないでもありませ

ん。

文献を探すためには本学図書館を利用するだけ

でなく，国立国会図書館や他大学図書館の所蔵目

録から所蔵を確認し，館内関覧， - - 相 互貸借

あるいはコピーを利用することも一方法です。

卒業されてからでも図書館というのは，生涯教

育のための聞かれた場所ではないでしょうか。図

書館利用の技術はぜひ大学生活の中で身につけて

いただきたい事の一つです。自分が求める情報，

文献をいかに探しあてるか，そしてそれをどのよ

うに生かすか，それは明日の社会のための原動力

になるかもしれないのです。自分の趣味から専

門へと，何か事をするにしても情報探索の場，

問題解決の調査の場として，図書館は多くの事

を提供してくれます。卒論を書く時期になって

やっと図書館に来たというのでは，とても損を

していると思えるのですが……口

(整理係)

館員雑記
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万台お知らせ・ニュー ス・ NEWS交

く図書館委員会〉

昭和53年10月27日 未返却図書と卒業証書につ

いて

昭和53年11年30日 54年度図書館予算について

昭和54年 1月26日 総記部門その他について

く研修・出張〉

。専門図書館九州地区協議会

第10回資料研修会於・九州経済調査協会

54.2.14 今永係長出席

053年度福岡県・佐賀県大学図書館協議会

福岡地区研究会(第 3回〉 於・福岡工業

大学

54.2.16 万根司書長，今永係長

大熊，篠崎司書補出席

く文献情報の発行〉

研究者を対象とした資料紹介，参考調査業務等

の情報を提供するもので昨年より発行を開始。

o %0: 2 53. 11. 13カレント・コンテンツの紹介

0%0:354.3.5政府刊行物の調査資料の紹介

く在庫調査の実施〉

3月9日から16日まで，本館所蔵の約30万冊の

図書全部について， 1冊 1冊在庫の確認をした。

この間利用者のみなさまにはど迷惑をおかけし

ました D

閲覧係より

「お早うございます」開館時間を待ちかねたよ

うにH君の元気な声がひびきわたる o どこの図書

館にもいるいわゆる常連の一人である o 彼等は国

家試験その他の目的のために目をいきいきと輝か

せながら毎日通ってくる。その姿になにかすがす

がしさを感じながら 1日のスタートをするのであ

るo 図書館には教養書， 専門書，雑誌，新聞その

他さまざまな図書・資料がある D 一方利用する方

もいろいろな学生が入館してくる O 始めての人は

何となくギコチなし声高く話したり，あるいは

書架での選択の際一度引っ張り出した本をとんで

もない場所に突込んだりする O と乙ろが数回続け

て利用するうちにいつの間にか館内の雰囲気にと

~_.._.一一….団….町……….一一…圃町一.. …….叩一….町一….. 一.叩圃一……….. 一….山……圃町一.. 一一一.山一…圃町一.. 告 知 板 …一一.. 一一….山…圃町….一圃"一………圃町一…..一'山圃H一一一圃副一.. 

lO春休み中の開館予定 ! 

2月8日(木) ，-..... 4月10日(火)の春休み中

も，次の場合を除き平常通り 9時"""'21時開

館します。但し学習室は閉室します。

2月9日(金)，.....， 2月13日(火)は入学試験

のため閉館。

3月9日(金)"-' 3月16日(金〉は在庫調査

のため 2階以上の閲覧室を閉室し，学習室

( 1階)のみ開室します。なお貸出図書の

: 返却は受付けます。

10春休み長期貸出

1月29日(月) ，-..... 4月23日(月)

(但し，卒業予定者は 2月末日まで)

対象および冊数学部学生1
専攻科生J5冊以内

留学生別科生 10冊以内

大学院生 20冊以内

10卒業後の図書館利用の手続き

: 本学卒業生は，社会に出てからも職務上の

; 研究・調査など，あるいは自己の教養・知識

i 向上のため本学図書館を利用することができ

; ます。利用希望者は特別利用者規則に従って・

! ご利用ください。

特別利用者証発行については次のものを提

: 出しなければなりません。

① 特別利用許可願(本館備付) 1通

; ② 卒業証明書 1通

③ 証明書用写真 (3x4cm) 1葉

④ 印 鑑

⑤ 手続料金(1カ月 100円

※ 入館，貸出手続きは在学中と変りません

が，貸出冊数および期間は年間(休暇中も含

め〉を通じて 3冊， 11日以内です。

け込み，人格的にも立派に見えてくるから不思議

であるo 書になじむ乙とがこれほどの効果をもた

らすのである o 試験期など利用者が 1日延べ1000

人を超えるとともめづらしくないが，カウンター

の係の私にとって毎 日一人でも多 く利用があると

とを念じずにはいられない。 c倉光〕

• 

• 
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受贈図書・資料目録 No .13 (1) 

昭和51年10月~昭和54年1月 (アルフアベット順)

安部薫氏より

詩集鎖された花びら

愛知大学法経学会より

愛知大学三十周年記念論文集法政篇他 2冊

愛知学院より

愛知学院百年史他 2冊

愛知県勤労会館より

労働関係文献索引 1976年版・ 1977年版

赤坂印刷より

福岡県教育百年史 第 2巻

秋吉台科学博物館より

秋吉台科学博物館報告第12号

アメリカ文学の会より

アメリカ文学 1977 

青森県統計課より

市町村民所得推計結果報告書 昭和45年度

青野太潮氏より

新約聖書外典

青山学院より

青山学院大学図書館蔵書目録和漢書 2

アラピア石油より

大発見

有住義一氏より

見せ金登記論

朝日生命厚生事業団より

児童健全育成の理論

オーストラリア大使館より

文化誌世界の国 23 オーストラリア

梅光女学院より

文学にわける笑い

防衛庁より

防衛年鑑 1977年版他4冊

母子保健事業団より

母子栄養指導

カナダ大使館より

カナダ経済入門他 2冊

千葉商科大学より

創立50周年誌

千木良清氏より

諸子百家と探る人間論

地質調査所より

地質文献目録 1956-1960 (地域別)

朝鮮国立中央図書館より

キム・イルソン 他17冊

中国事情研究会より

毛沢東なきあとの中国

中央大学より

中央大学九十周年記念論文集 法・経・商・文

中小企業調査協会より

中小企業の存立要因に関する調査分析他 l冊

中小企業退職金共済事業団より

第四回事業年報

クリーン ジャノfン センターより

懸賞論文入選作品集 昭和52年度

大学婦人協会より

高等教育を受けた婦人の意識に関する調査

大学基準協会より

大学一覧 昭和50年度・昭和52年度

大都市統計協議会より

大都市比較統計年表昭和49年

大和証券投資信託販売より

販売面からみた欧米の投信事情

独協大学より

創立十周年記念論文集

江上清氏より

弓道師弟問答

愛媛大学より

愛媛大学法文学部創立五周年記念論集

フィンランド大使館より

フィンランド

福田殖氏より

陸象山文集

福本保信氏より

歴史学研究 11 

福岡銀行より

中原嘉左右日記 11・12

福岡韓国教育センターより

北韓の国連政策

福岡県より

福岡県統計年鑑昭和51年他46冊

福岡県経営者協会より

福岡県経営者協会三十年の歩み

福岡県スモンの会より

ひとりで歩きたい

福岡市より

福岡市史第 8巻他15冊

福岡市立歴史資料館より

野村望東尼遺品図録

福岡市私立幼稚園連盟より

こどものうた
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福岡商工会議所より

福岡市のモデル賃金昭和51年度他 5冊

福岡都市圏広域行政推進協議会より

福岡都市圏広域行政計画 1978 

福岡通商産業局より

九州地域の産業構造ビジョン

福岡ユネスコ協会より

国際シンポジウム 戦後の日本他 1冊

福島県より

福島県勢要覧昭和52年版

船越栄一氏より

模範六法昭和54年版他 5冊

古川車高氏より

財政危機

釜山大学校より

重量 . 
Eヨ

釜山大学校論文集 人文・社会科学篇 23 他 9冊

外務省より

わが外交の近況昭和53年版他 7冊

学習院より

戦後日本の政策目標の評価他 1冊

後藤泰二氏より

保険経済概論 2部

グレープス、アルマ氏より

保育のための文学他 2冊

八戸市立図書館より

八戸市立図書館漢籍分類目録

白鶴酒造より

白鶴二百三十年の歩み

原田茜氏より

能の絵本他 7冊

橋本静子氏より

高群逸枝他 2冊

波多江宗平氏より

鹿島守之助経営論選集 全15巻

林潔氏より

青年期の心理と学生相談の展開 他 3冊

肥後銀行より

肥後銀行50年史

比治山女子短期大学より

比治山女子短期大学十年の歩み

平井泰太郎先生追悼記念事業会より

種を播く人

平野正氏より

中国革命の知識人

平田正敏氏より

財務分析のシュミレーション

広島大学より

代理理論の基礎的研究

資料目録 No .13 

一橋大学より

一橋大学附属図書館史 他 4冊

北海道より

北海道統計書第84回昭和52年他3冊

北海道大学より

写真集北大百年

北海道漁業協同組合連合会より

日本人のための昆布の本

北海学園大学より

法学政治学の課題

法務省より

法律関係雑誌記事索引第14号他8冊

北方領土問題対策協会より

北方領土 ソ連の言説に対するわが方の反論

放送文化基金より

研究報告 No. 2 他 3冊

兵庫県ゴム工業協同組合より

兵庫ゴム工業史

井田雄平氏より

リカードゥ全集全10巻他1冊

井上忠氏より

済民草書全 5巻他1冊

石井記念友愛社より

石井十次日誌明治四十年他 2冊

石井康一氏より

ヴァージニア・ウルブの世界

石川重俊氏より

縛を解かれたプロミーシユース

石川鍛輔氏より

一化学者の追憶他3冊

板谷茂代氏より

武蔵野の散歩みち 他12冊

糸島郡農業協同組合史編纂室より

糸島郡農業協同組合史

糸園辰雄氏より

日本の社外工制度 4部

自由民主党本部より

サンケイ・日共言論裁判

十八銀行百年史編集委員会より

百年の歩み

カゴメ株式会社より

カゴメ八十年史

鹿児島県上屋久町より

高天原

鹿児島県立短期大学より

沖縄の財政問題と地方自治

会計検査院より

国の決算と検査昭和52年版他 1冊

• 

• 
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神奈川県より

県民所得推計報告 昭和46年度

金井為一郎著作集刊行会より

金井為一郎著作集 第 1~3 巻

兼松江商より

兼松江商羊毛年報第46号他1冊

花王石鹸より

花王石鹸五十年史 復刻版

関西大学より

シナ・インド物語他 6冊

関西外国語大学より

学園創立30周年記念論文集 1977 

関西経済連合会より

関経連三十年の歩み

関西学院より

関西学院青年会記録

春日顕彰会より

春日大社建築史論他 3冊

片桐きよ氏より

降交点の項に起きた大地震の話

川上宏二郎氏より

医と法第 1集他3冊

川島彪秀氏より

現代英語スピーチ・コミュニケーショ ン概 論 他 2冊

河島幸夫氏より

ワイマール共和国の政治思想

川上太郎氏より

経済経営研究年 報 第26号 E

霞山会より

中国近代化の諸問題

慶応義塾より

慶応義塾年鑑昭 和52年度他2冊

経済法令研究会より

金融・商事判例臨時増刊号創刊号~500号総索引

経済企画庁より

国 民 生 活 白 書 昭和53年度他7冊

経済企画協会より

国民経済計算調査会議事録他 3冊

健康保険組合連合会より

ヨーロッパの社会保障法他 2冊

建設省より

海岸統計昭和52年度版他 1冊

木村元一氏より

財政学研究

近畿大学より

近畿大学研究業績総覧 第 9巻

金融経済研究所より

物価史第 1巻

キリ ス ト教学校教育同盟より

日本キリスト教教育史 人物矯

北九州市より

北九州市年表 2 他 7冊

洪祖珂氏より

儒家教育思想、の研究

神戸大学より

現代情報システムの研究

神戸市外国語大学より

Shakespeareノート(史劇)

公営企業金融公庫より

公営企業金融公庫20年史 他 1冊

工業技術院地質調査所より

地質文献目録 1971 他 l冊

小樋井滋氏より

愛と存在

小池辰雄著作刊行会より

小池辰雄著作集 第 1巻

国語審議会より

新漢字表試案

国民文化研究会より

明治天皇御集研究他 1冊

国立大学一般教育担当部局協議会より

国立大学一般教育責任体制に関する調査検討報告書 3

国立国会図書館より

邦文法律雑誌総合目録 1978 他 8冊

国立公文書館より

公文録目録第一 他 2冊

国立国語研究所より

電子計算機による国語研究 9 他 6冊

国立民族学博物館より

国立民族学博物館研究報告第 3巻 2号他8冊

国際電信電話より

電話百年史 他 5冊

国際交流基金より

教科書解題他 2冊

国際協力を考える会より

韓国近代化の指導理念

国税庁より

事務年報第26回昭和51年度他2冊

公共企業体等労働委員会事務局より

公共企業体等労働委員会年報 昭和52年版

郡山女子大学より

郡山開成学園創立三十周年記念論文集

鋼材倶楽部より

鉄鋼二次製品年鑑昭和53年版他 1冊

久保節男氏より

北原台秋研究ノート 1 
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熊谷組より

株式会社熊谷組四十年史

熊本国税局より

受贈図

熊本国税局統計書昭和51年度他 1冊

熊本市より

市民所得統計昭和51年度他 1冊

熊本商科大学より

流通の独占化と熊本の中小商業他4冊

国立音楽大学より

創立五十周年記念論文集

黒瀬保氏より

中世ヨーロッパ写本における運命の女神図像集

久留米大学より

創立二十五周年記念論文集

共立女子大学より

文芸と自然(文芸学部創設二十周年記念論集)

京都府より

京都府統計書昭和52年他1冊

京都外国語大学より

日本における外国語教育の既往と将来

京都桃山ライオンズクラブより

桃山

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52年度

九州大学より

創立五十周年記念論文集他 1冊

九州電力より

新電気事業講座全12巻

九州学院より

私の天路歴程

九州、l管区行政監察局より

九州管内地方行政機関等要覧 昭和52年度

九州歴史資料館より

九州歴史資料館研究論集 4 他 2冊

待鳥文喜氏より

現代アメリカ文学序説

丸紅より

丸紅前史

松下電器産業より

実践経営哲学他10冊

松下電工より

松下電工60年史

松山商科大学より

創立五十周年記念論文集

明治大学より

村落・報徳・地主制

明治学院より

明治学院百年史

書・ 資料目録

明治製菓より

わ菓子読本

三重県より

No .13 

三重県勢要覧昭和52年版他 1冊

三重県統計協会より

三重県統計書昭和50年版

三上操氏より

ORへのアプローチ

三菱商事より

時差は金なり

三好康之氏より

歴史の思想体系とその教訓 上・下巻

モービル石油より

文楽の人びと

文部省より

国と地方の文教予算昭和52年度他2冊

百田みち子氏より

東西女流文芸サロン

門司秀子氏より

おばあさんの童話

森泰男氏より

現代神学の状況

森本轟氏より

中世末期の教会領研究

森島省三氏より

世界のエネルギ一戦略他7冊

村井順氏より

日本よ何処へゆく

村上寅次氏より

アメリカ人上・下他 7冊

名古屋大学より

名古屋大学文学部二十周年記念論集他3冊

内閣総理大臣官房広報室より

各省庁広報予定事項昭和52年度

中村貞二氏より

マイネッケ研究

中村義男氏より

すかたん談義

中沢慶之助氏より

経済学論攻第 3巻

難波利夫氏より

日本におけるロパート・バーンズ書誌 他 1冊

日本弁護士連合会より

体験者が語る代用監獄の実態他 2冊

日本大学より

創立70周年記念論文集他 2冊

日本英文学会より

日本英文学会五十年小史

• 

• 



• 

• 
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日本学術会議事務局より

1977年度開催学術関係国際会議一覧第 1集

日本銀行より

OECD金融統計の解説他 5冊

日本ゲーテ協会より

ゲーテ年鑑第19巻他1冊

日本保育協会より

全国社会福祉施設名簿他15冊

日本放送協会福岡放送局より

NHK年鑑 1978 他 4冊

日本イエス・キリスト教団 荻窪栄光教会より

進み行く韓国のリパイパル他 1冊

日本女子大学より

大原恭子先生記念 英米文学論集

日本海事広報協会より

日本の港湾 1977 他 1冊

目本基督教学会より

日本の神学 17 他 6冊

日本共同証券財団より

日本共同証券株式会社社史

日本興業銀行より

鉱業抵当法

日本広報協会より

第80回国会における福田総理の施政方針演説

日本国有鉄道より

日本国有鉄道監査報告書昭和52年度他 2冊

日本公認会計士協会より

公認会計士制度二十五年史 本巻・別巻

日本民主同志会本部より

狙われた日本他 1冊

日本生命保険より

保険年鑑昭和51年度他 1冊

日本石油より

石油便覧 1977 他 3冊

日本専売公社より

たばこ専売史第 5巻

日本シェル出版より

天皇の使徒

日本私学教育研究所より

日本私学教育研究所調査資料第46~59号他10冊

日本私立大学連盟より

私立大学の相互協力と自己点検他 3冊

日本証券業協会より

体系証券辞典他 8冊

日本証券経済研究所より

株式投資収益率 1977 他 4冊

西原忠毅氏より

現代英語の語句構成、散文、諺における押韻の研究

西日本新聞社より

西日本新聞百年史

西日本鉄道より

西日本鉄道七十年史

西尾陽太郎氏より

李容九小伝

二松学舎より

二松学舎百年史

日中貿易調査会より

中国貿易要覧 1977年版

農業総合研究所より

本間家土地文書第 1~ 3巻他6冊

野村貞治氏より

藤原 鎌足 他 l冊

農林省より

農業構造動態統計報告書他 7冊

大分大学より

大野川

追手門学院大学より

創立十周年記念論集 文学部篇経済学部篇

王子隣保館保育園より

激動とともに

岡本庄三郎氏より

英語発達史

沖縄関係資料室より

日本太陽崇拝史

大蔵省より

予算の話昭和53年度他 5冊

大阪弁護士会より

法裁判 ・弁護士

大阪府中小企業団体中央会より 大阪府にわける

中小企業労働事情実態調査結果報告書 昭和52年度

大阪府立中之島図書館より

大坂本屋仲間記録第 3巻

大阪府立産業能率研究所より

大阪府立産業能率研究所「年報」 昭和52年度版

大阪三品取引所より

繊維価格とヘッジング

大阪市より

大阪市統計書第65回昭和52年版他 1冊

大阪市立大学より

現代労働問題の諸断面他 2冊

大阪証券取引所より

大阪証券取引所統計年報昭和52年他5冊

大浦義三氏より

回天

立正大学より

酒井三郎博士喜寿記念世界史研究論叢
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留学生教育方法検討委員会よ り

留学生の教育研究指導に関する調査

琉球大学より

琉球列島の地質学研究 第 l巻

エスビー食品より

香辛料 3・4 各 2部

佐渡谷重信氏より

日本近代文学の成立 上・下

最高裁判所図書館より

邦文法律雑誌記事実引 第19~21号

埼玉県地方労働委員会より

埼玉県地方労働委員会三年誌昭和50~52年

斉藤末弘氏より

イスラエル予言者の職務と文学他33冊

堺太郎氏より

心身障害児教育論文集第 3巻他2冊

坂元遁氏より

21世紀への解答

三和銀行より

鴻池両替!吉の家訓他 1冊

沢登佳人氏より

刑事法における人間の虚像と実像 他 1冊

津山宗海氏より

日本挙法

盛毎夜度氏より

新・漢民族から大和民族へ

製粉振興会より

小麦から小麦粉へ

政府資料等普及調査会より

官庁資料要覧 1975 

成城大学より

変革期の資本主義他 1冊

生命保険文化センターより

生命保険に関する全国調査

生命保険協会より

生命保険事業概況昭和52年度他3冊

西洋史研究会より

西洋史研究新輯第 1~4 号

世界銀行第二世銀東京事務所より

世界銀行 その財務面の一考察他 3冊

世界経済情報サーピスより

中南米の経済統合の現状と展望

関谷定夫氏より

旧約聖書の世界

専修大学より

現代保険学の諸問題他 3冊

滋賀大学より

経済理論の基礎をなす仮説について

霊童 . 
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塩野義製薬より

シオノギ百年

白樫三四郎氏より
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自己開発と ソフトユニッ ト 他 3冊

白梅学園より

樋口愛子先生追悼録

資生堂より

おしゃれの文化史 2・3

指定都市事務局より

大都市制度史 資料編 1 ~ 3 

静岡県立中央図書館より

静岡県郷土資料総合目録

商品市場研究会より

日英対訳商品取引所論

商品取引 PRセンターより

米英の商品定期市場

証券経済学会より

証券経済学会年報創刊号.4 ~13号

証券投資信託協会より

証券投資信託年報昭和52年版他 1冊

商工組合中央金庫より

商工組合中央金庫史 自昭47年度至昭51年度他3冊

食糧庁より

異動人口調査結果表昭和52米穀年度他 2冊

昭和堂印刷出版より

島原半島方言集複刻版

創価学会より

立正安国論講義他68冊

総理府より

総理府統計局図書館蔵書目録(和書の部)著者名索引

末松寿氏より

寓意の図像学

田口欽二氏より

神は日本を選んだ 4部

大韓民国大使館より

朴正照大統領の年頭記者会見他 1冊

高木誠一郎氏より

智と法義の哲学 4部

高宮カトリック教会 ルカ神父より

福音書の世界

武市春男博士遺族より

東南アジア法の研究

拓殖大学より

ソビエト計画経済の構造と機能

天理教教会本部より

諸井慶徳著作集 1 ~8 他35冊

東北大学より

東北大学所蔵和漢書古典分類目録和書上・中

• 

• 
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東京電力より

坂東風物詩

東京証券取引所より

東京証券取引所他 2冊

東京都老人総合研究所より

受贈図

東京都老人総合研究所年報 6 他 7冊

東京都私立短期大学協会より

私立大学短期大学紀要類論文題目索引 1969 

泊勝美氏より

韓国上古史の争点 2部

東洋大学より

東洋大学図書館蔵書目録第 5巻他7冊

東洋曹達工業より

社史四十年 東洋曹達

トヨタ自動車工業より

文明にとって車とは 全3冊

鶴川女子短期大学より

幼稚園と保育園の新しい経営展開 他 2冊

通商産業省より

昭和51年商業統計表 1-4 他 9冊

和光大学より

アダム・スミスとその時代

早稲田大学より

東京専門学校校則・学科配当資料他 2冊

和洋学園より

和洋学園八十年史

薬師寺志光先生米寿祝賀記念論集委員会より

民事法学の諸問題

ヤマエ久野より

森昭著作集 2~5 

山口大学より

アメリカ貿易の歴史的傾向

山口金良行より

目でみる やまぎん 100年の歩み

山梨学院大学より

法経研究第11巻

安田信託銀行より

安田信託銀行五十年史

安川電機製作所より

安川第五郎伝・別冊・遺稿と追想

横浜市立大学より

都市の経済構造と都市問題

読売新聞社より

読売新聞百年史附資料・年表他39冊

財政調査会より

予算の話昭和51年度

全国学校法人幼稚園連合会より

全法幼研究集録 5 昭和51年度
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全国保母養成協議会より

全国保母養成協議会第17回研究大会発表論文集

全国公平委員会連合会よ り

全国公平委員会連合会二十年史

全国農業組合中央会より

協同組合奨励研究報告第 2 ~3 輯

全国社会福祉協議会より

保育所保育要領改訂

全国信用金庫協会より

信用金庫25年史

全国商品取引員協会連合会より

米国商品先物市場発展史他3冊

全国商品取引所連合会より

繭・生糸の流通・価格形成調査報告書

全日本アマチュア演劇協議会より

世界のアマチュア演劇 1969 他 3冊

オーストラリア文化広報課より

Australia; the land and its development. 

カナダ大使館より

Canada， 1976.他 1冊

Cantelon， P. L. 氏より

A hi story of the Ameri can peopl e. Vol. 1-2. 

他31冊

大学婦人協会より

Japanese uni versi ty women. Vol. 1ー 2. 他 1冊

フィンランド大使館より

60 years independent Finland. 

Foreign Mission Board Southern Baptist Conven-

tion.より

Partners for progress. 

福岡ユネスコ協会より

Overseas japanese studies institutions and 

students. 

Graves， Alma氏より

Shakespeare and the romance tradi tion. 他69冊

井田雄平氏より

The Times atlas of China. 

石橋氏より

A nation of nations. 

関西学院大学より

Studies in the industrial economics. 

川島彪秀氏より

Articulation and pronunciation. 

慶応大学より

American literature in 1940' s， 

annual report 1975. 
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木下祝夫氏より

Kojiki; Aelteste japanische Reich(sgeschichte. 

Bd. 3. 

国立国会図書館より

Union cataloεof foreign books， 1975. 

他 2冊

国際交流基金より

Nihongo; first lessons in Kanj i. 

Kutler， S. I.氏より

Privilege and creative destruction. 

京都メキシコ名誉領事館より

Viaje de la comision astronomica Mexicana al 

Japon. 

Ministere de l' Education Nationale et de la 

Culture Franeaise.より

Le mouvement romantique en Bel宮ique，1815-

1850. Tom. 1 - 2 .他50冊

三井信託銀行より

The Euro-dollar market. 

名古屋大学より

First prel iminary report of African studies. 

他 1冊

National Tax Association.より

National Tax Association; proceedings of 57th 

annual conference， 1964. 他 1冊

日本科学協会より

Proceedings of the Tokyo International Sympo-

sium， April 4-7， 1977. 

日本生命保険相互会社より

A comparative analysis of Japanese and Ame掬

rican regulatory law s. . . 

西原忠毅氏より

Structure and usage of Modern Engl ish idioms. 

他 4冊

西高辻信貞氏より

Dazaifu Tenman-Gu. 

能登恵一氏より

Das Wunder der Sprache. 

大蔵省より

An outline of Japanese taxes， 1973. 

大森衛氏より

A life of William Shakespeare. 

大悌次郎記念会より

パリ・コミューン 蔵書目録(洋書)

関谷定夫氏より

Facts about Israel， 1969. 他 3冊

創価学会より

The human revolution. Vol. 2. f也10冊

末松ケレール氏より

Image et signification de 1'Asie dans 1'oeuvre 

d ' Andre Malraux. 

田中輝男氏より

So hallow' d and so gracious is the time. 

他 1冊

早稲田大学より

An introduction to flow of funds accounting. 

他 1冊

輸出繊維統計協会より

Textile exports of Japan. 他 4冊

• 

• 


