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． 
去る 3月の終りに亡くなられた作家の尾崎一雄

さんは、芸術院会員とか文化勲章受章者というい

かめしい肩書よりも、 「暢気眼鏡」などユーモラ

スな私小説の作者として私どもでさえ、「さん」づ

けで親しみ深く呼びたい小説家です。その尾崎さ

んは旧制の中学校時代、志賀直哉の「大津順吉」

に衝撃を受け、志賀直哉を生涯の師と仰｜ぎ作家へ

の道を志したといいます。

大河内一男先生は私の恩師ですが、旧制の第三

高等学校の頃、親友の名和統一氏からノートに写

した「共産党宣言」を回され、 「全く新しいもの

の考え方や見方を訓えられ」て「目先きが急にひ

らけた衝撃」を感じたといわれます。文学か哲学

かを志して、わざわざ京都の高等学校を選んだ大

．河 内青年が、社針特に向きを変えた直接のきっ

かけとなったわけです。

荒畑寒村の自伝によりますと、明治36年10月12

日付万朝報の、堺利彦、幸徳、伝次郎の日露開戦反

対の退社の辞を読み「火花が眼を射たような衝撃

を感じ」、幸徳の「社会主義神髄」によって社会

主義者としての一生を踏みだした由です。

尾崎さん、大河内先生、荒畑寒村にかぎらず、

多くの人々は「一冊の本J との出会いが一生の方

向をきめるきっかけとなりました。もちろん、そ

れぞれ一人ひとりの中に備っているもの、蓄積さ

れていたものが、本との出会いでいっきょに噴出

することになったものでしょうが、もし「一冊の

本」にめぐりあうことがなかったら、余程ちがっ

の 本

図書館長 糸園辰雄

た人生を送ったにちがいありません。そう考えま

すと、 「一冊の本」と出会うことが、どれだけ大

きな意味をもっているかがわかります。 「一冊の

本」との出会いは、こうして人生の方向をきめる

きっかけになるばかりではありません。その人の

生涯を精神的により豊かにしてくれ、失意のなか

から立ちあがる力をも与えてくれます。青年期の

ロマン・ロランは、スピノザの閃光によ って救い

の道にみちびかれたといわれ、 三高をやめて田舎

に帰った末川博は、 「歎異秒」を力に心機一転し

て復学しています。

私のとるにたらぬ生涯をふりかえってみても、

大学 l年時ノートに写しとった「日本資本主義分

オ斤」によって眼からウロコが落ちた思いがしまし

たし、社会科学のもつ力に驚嘆し、魅了されてし

まいました。経済学の進歩は古典をも相対化して

行きましたが、 「分析」に接した時の感動は今も

鮮烈で、あります。永く実業にたずさわっていた間

も忘れることができず、その感動が励ましになっ

て勉強をつづけてきましたし、不遇の時のもっと

も力強い支えでした。

こういったからといって、 「一冊の本」に誰も

が何の努力なしに出会うわけにはいかないことは、

たやすくお判りになるでしょう。図書館は皆さん

の前に聞かれています。ここに納められている数

々の図書のなかに、必ず皆さんにとっての「一冊 r

の本」があると信じます。

商学部教授（商学総論・中小企業論）
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患遺章特集塞翠翼憲議警護詩魯重憲警護新入生と図書館監護露護憲翠憲議議謹露謹譲器翠護霊

図書館利用の勧め

特に新入生諸君ヘ

経済学部助教授 江副憲昭
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新入生の諸君は、大学に対してさまざまな期待を

もって入学してきたと思う。例えば、教養を深め専

門的な知識を身につけたし凡人格を修養し国際的な

人間になりたい等。しかし当然のことだが、これら

の期待は大学に入学すれば自動的にかなえられるも

のではなし」大学は基本的に自由なところであり、

高校時代までのような外部からの強制指導は少ない。

したがって本人の自主的な努力によってはじめて自

己の期待は実現されるのである。

大学では、学生諸君の自主的な学習の便宣のため

に、充実した図書館を設置している。まず図書館の

基本的使命は数多くの文献資料を所蔵し、それを

利用に供することである。大学図書館に入ると、 ま

ず多くの開架図書が待っている。これが約10万冊。

それ以外に書庫の30万冊の蔵書も利用できる。さら

に国連の資料、最新の新聞・雑誌も数多くある。問

題はこれらの蔵書をどう利用するかである。新入生

にとって、はじめは専門科目も少ないので、幅広い

教養書を読むべきであろう。学生時代にもっと本を

読めばよかったと嘆く先輩の話を聞いたことがある

であろう。若い時代は頭脳が柔軟であり、読書によ

り自己啓発ができ、しかも一生の糧となる。しかし

後年になると仕事や雑事に追われて暇がなくなるば

かりでなく、頭が固まり感動しにくくなるからである。

私の例でいうと、新入生の頃は－できるだけ分厚い文

学書を選んで、読んだ。ドストエフスキー、トルスト

イ、パルザック、プルースト、ロマン・ロラン、キエ

ルケゴール、中国古典等。受験時代にその名前を丸

暗記 した文学書を、かなり読めたと思う。 20年後の

今、こうした本を読むゆとりは全くない。だが今で

も当時の感動を思い出すことはできる。できるだけ

数多くの本を読むには、図書館からの借出しを利用

するのが便利である 0 ． 
しかし、このような教養書ばかりでは大学生とし

て片手落ちである。自 己の選んだ専門の勉強もしな

ければならない。大学時代の後半になると演習が始

まり、 専門科目も増える。教授の要求する専門書の

学習も厳しくなるであろう。この時も図書館にある

参考書は必須である。現在の学問の発達からみて、

できるかぎり幅広い文献を研究するのが当然であり、

それは図書館の利用以外には実現できないだろう。

図書館の第2の役割として、勉強する場所を提供

することが挙げられる。講義の予習・復習、レポー

ト作成あるいは試験勉強をするとき、図書館は邪魔

の入らぬよい勉強の機会を与えてくれる。自分の部

屋では誘惑が多いし、落着かないことがある。また

図書館は夜の 9時まで利用できるから腰をすえて勉 －

強できる。これ以外にも図書館利用にはいろいろな ‘’

メリットがある。まず、現在の大部分の本は非常に

高価で、あるから、それを買わずにすむことは経済的

に大いに助かるはずである。また最新の新聞・雑誌

もあるので、定期購読の費用もはぶけるだろう。自

分で買った本はいつでも読めると思うから、積んど

くの危険性があるが、図書館から借りた本だと返却

の期限があるので必ず読むであろう。

大学生活4年聞は短い。しかし、その聞に、大学

の「自由」に迷ったり、焦ったりすることもあると

思う。そのような時、是非図書館を訪ねてみること

をお勧めする。図書館は学生生活に とって 「宝の山」

であるからである。 （近代経済学）
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室塁章特集撞護霊草宅建器室詰ま翠議題新入生と図書館露護軍語露盤鍾謹護護霊器室護軍謹~

商学部商学科4年 辻康昭

春；欄漫。今春も西南のキャンパスには新しい顔の

新入生がお目見えし、又各クラブの新入生争奪戦に

も一段と熱がこもる今日ニの頃。この時期はキャン

パスが一番賑やかで、華やいだ雰囲気になります。

しかし、ややもするとこの雰囲気におし流されてし

まって、自分の目標を見失いがちになるものです0

． そこで今のうちから、きちんとした計画を立てて、

幸先の良いスタートを切るようにして下さい。とこ

ろで新入生の皆さん、講義のあいま、休講の時等何

をしていますか？ こんな時図書館ヘ行って、違っ

た雰囲気を味わってみてはどうでしょう。西南の図

書館は試験期間中は満員御礼で、席を捜すのに本当

に苦労しますが、それ以外の時は比較的空いていて、

誰に惑わされる事もなく落ち着いて自分の時間が持

てます。又休みの時でも頑張って勉強している人は

いるもので、その目的は、資格試験、公務員、教員

試験等機々ですが、このような姿を見ると、大いに

刺激されて励みになるものです。

新入生の皆さんも、日頃から図書館通いの習慣を

身につけてはどうでしょうか。かくいう私も一、二

年の頃は、試験期間中以外はあまり図書館を利用せ

ず、三年になってゼミの関係上、又受験勉強等の為、

頻繁に利用するようになったのですが。それだけに、

新入生の皆さんには早くからこの特典を利用しでも

． らいたいと思いますo

お隣の韓国の大学では今「脱落恐怖症候群」が広

がっているそうです。卒業までに入学者の23%を脱

落させ、 （自動的に除籍し）留年も認めないという

「卒業定員制」が導入された為、 「落ちこぼれ」に

なるまいと休みの日でも図書館は超満員だそうです。

これに比べると、日本の大学生は大変恵まれていま

す。 （これが為に大学生の質の低下が叫ばれていま

すが）

皆さんはこの恵まれた環境のもと、大

いに図書館を利用して充実した学生

生活を送って下さしユ。

マタイの福音書にもあるよう

に、大学では、「すべて求める者

は得、捜す者は見い出し、門

をたたく者は開けてもらえる」

のですから。

文学部英文学科 田 中 みはる

新入生のみなさん、まずは御入学おめでとうござ

います。新しい門出であるこの時、みなさんの心は

新たな意欲でいっぱいになっていることでしょう。

さて、ここでみなさんに、図書館の利用をおすすめ

したいと思います。

恥ずかしい話ですが、私は3年になって初めて、

図書館の 2階に上がりました。 1年始めのオリエン

テーリングで、図書館利用法の説明を受けたのによ

く理解できず、行ってみようと思いつつも、手続き

のわずらわしそうな雰囲気につい敬遠し、 2年間を

すごしてしまったのです。 3年の時、やむにやまれ

ぬ必要に迫られて初めて入ったのですが、入ってみ

ると｛可ということもありませんでした。

図書館に入ったら、 lF奥にあるコインロッカーに

学生証と筆記具等を除く荷物をすべて入れ、鍵をか

け（この時百円玉が必要ですが、開けると戻ります）

2Fに上がります。入ってすぐのカウンターで鍵の

番号を告げて学生証を渡し、ピンクの紙を 1枚もら

う 文章にするとやはりややこしい感じになり

ますが、実際にやってみると全く大したことではあ

りません。私もこんなことならもっと早く来るんだ

った、としきりに後悔したものです。

億劫がって図書館を利用できるチャンスを逸する

のは馬鹿げたこと、まず入ってみることです。西南

の学生となり、あれだけの蔵書を自由に使える身で

利用しないという手はありません。新入生のみなさ

んには、早い時期にとにかく一度行ってみることを

おすすめします。

図書館は、前期後期の試験中、レポート締切前に

は、大いに役立ってくれます。周囲で皆が黙々と勉

強していれば、おのずと真剣さが増し能率も上がろ

うというものです。しかし必要な時だけでなく、暇

を見つけて立ち寄り、自分が関心を持っている

ことがらについての本を物色するのもよいで

しょう。新聞や雑誌を読みに来ることも

できます。

みなさんひとりひとりが、図書館の

利用を大いにひろげていただきたい

と思います。
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最近利用者から寄せられた参考質問のうちから、 2・

3の事例を紹介して、他の利用者の参考に供したい。

〔質問 1J 古典籍の総合目録を作成するため、それら

を収載した目録をできる限り網羅的に収集しようと思う

が、これらの目録を記載した資料が何かあるだろうか。

回答例： 各種の書誌・索引・抄注量等の 2次資料のみ

を被収録資料としたものに、 書誌の書誌と呼ばれるもの

がある。わが国においては、 「本邦書誌ノ書誌」天野敬

太郎（編）（間宮書店、昭 8）があるが、昭和 7年までに

刊行されたものしか収録されていないので、その後のも

のについて、これの増補新版の刊行が望まれていました。

よう やく、 「日本書誌の書誌」 天野敬太郎（編） （巌南

堂）の書名のもと、第 l巻：総載編（一般書誌） （昭48)

第2巻：主題編 I（昭56）が刊行された。全5巻の予定

で今後続刊が予定されている。いわば「本邦書誌の書誌」

の 2版にあたるものであり、単行本形熊の書誌の書誌と

しては、わが国では唯一のものである。これによ って、

古典籍が収録されている目録を探し出してゆく。本学の

ものとしては、 「波多野培根先生記念文庫目録」 （西南

学院大学図書館（編） flj、昭34）が収載されている。

〔質問2〕 本居宣長の「詞の玉緒」が何か収載されて

いるのはないだろうか。

回答例： 「群書類従」、「史籍集覧」などのように、

古典を数種以上類従または収載したものの索引として、

「増訂・日本業書素ヲ｜」広瀬敏（編） （風間書房、昭32)

がある。これによって書名より引くと、「本居宣長全集」

に収載されていることがわかる。

〔質問3〕 「山里はつもれる雪のいつしかと消えぬや

やがて春のはつ花」と詠んだ人を知りたし」

回答例： 古歌の集成したものとしてよく知られてい

るものに、「国歌大観」全 2巻（角川書店、昭26）「続国

歌大観」全 2巻（角川書店、昭33）がある。それぞれ一

旬よりその出典を調べる索引がついているので、それを

見て本編にあたるようにする。これで調査すると、「新

拾遺和歌集」の第一巻：春歌上の巻に収載されているも

ので、詠人は源俊頼朝臣とある。

参 考 Jイ
ホォマ

なお、最近「新編国歌大観」全5巻予定（角川書店）

が刊行開始され、 l巻：歌集・索引の 2冊が既に刊行（

昭58・2）された。これは「国歌大観」 （正・続）に含

まれているものは全て収載し、その他収載もれのものを

収めて、 （正・続）の 3倍以上の作品をふくんでいる。

〔質問4〕 昨年の 9月18日の日本の新聞に、フランス ．

のオーピエ書店から出版された、ジャン・サンドランの

「捨て子、少年労働者」という図書の紹介記事が出てい

たが、その原著、原題等を知りたい。

回答例： フランスの新刊速報誌を見ればよいのだが、

本館で購入しているものに、出版案内ではないが、選択

書誌と呼ばれる、「BulletinCritique du Livre Frans:a1s」

月刊（Paris,Association pour la・ Diffusion de la 

Pens色eFranyaise）がある。これの昨年のものを見ると、

439 (Jui!let 1982）に出ている。

Sandrin, Jean : Enfan ts trouves, enfants ouvriers 

17e-19e siec!e (Aubier -Montaigne、 1982)

とある。この選択書誌には、それぞれ短い書評がついて

いる。

〔質問5〕 幕末の天諒組参加者であった玉置重成の伝

記を調べたいのだが、種々の人名辞典を見ても載ってい

なかった。何か載っているものはないだろうれ ． 
回答例： 有名人であればどの人名辞典にも載ってい

るが、そうでない場合は、一般の人名辞典にはどれも載

っていない、と山うことがよくある。そういう場合、ど

の辞典を見ればその人物の伝記が載っているか、という

時に使用するのが「人物レファレ ンス事典」全 5巻（ 日

外アソ シエーツ、昭58）である。これを見ると収載され

ている辞典がすべて載っていて、どの辞典が詳しいか記

述量の大まかな字数まで出ている。ある特定の人物を調

べるのに、あれこれ人名辞典を調べても載っていなかっ

た、というような時間的なロスが省け、記載されている

辞典に直行でき る。

なお、 玉置重成は「明治維新人名辞典」 （吉川弘文館、

昭56）に載っている。
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サン・ディエゴ州立大学

San Diego State University I Malcom A. Love Li bray 

5300 Campani I e Dr, 

California 92182 

Stephen E. Duke 

The Malcom A. Love Library is centrally located 。n the San Diego State 

University Campus, making it easily accessible to students and Fa.cul ty members. 

Love library, with its 。pens-i:acks, adjoining study areas, and many individual ・carrel比 hasbeen d吋削 to以 it山 st比一rch副 作a山 Ithas 

some three thousand reader si:ations and will ul timatel v accomodate。vera 

million volumes. 

． 

官i.ecollect.ion is made up。fi2i, 730 volumes including books and bound 

periodicals and 10,520 linear feet of government documents. Additional resources 

include 1.4 million microfiche凱 d:nicro opaque cards, 41, 000 :reels of microfilm, 

7, 000 college ca-i:alogs, 29, 000 scientific reports, 3, 700 phonograph. records, 

l, 200 linear feet of curricul四 materials and l ,SOO feet d 訂 chival P!!Pers. 百le

library receives 11, 000 periodical and宝erial titles, excluding government 

documents. It is a depository for United States and California go四 rnment

j)Ublications. It receives all United Nati。ns 却 dOrgani ::a don。fAmerican States 

publica:tions, as well as many publications of。thernational and international 

bodies. 

廿l.elibrary provides general reference service and speciali:ed service in 

business and the social sciences as well as separate reference service for 

sciences and engineering, government publications, and media and cuロ工culum 

resources. Reference librarians assis"t students 叩 d facul tγin their research 

and s"tudy, and librarians with advanced degrees in many subject areas are avai la-

ble for reference consultation. Comput.eri:ed informat.ion rer:rieval service is 

also available. 

Among the conveniences provided to library patrons are: a locational inform-

ation desk in the main lobby; current periodicals reading room，担dmicro forms 

and newspaper center; ine将 ensiv.e photocopying machines. including several for 

microfiche and microfilm; ditto machine and typing rooms with coin-operated 

electric and manual typewriters; coin-operated electr。niccalculators; listening 

equipment for cassettes, discs and。pen-reel tape; and a. special fac工li ty for the 

visually handicaped. With these・ many c。nveniences and its vぉ tvolumes。f
lit:erat:ure the Malcom A. Love Library is able to adequat:ely meet the needs of 

its students and Faculty. （サン・ディエゴ州立大学からの留学生でl本年 5月まで在籍）

(5) 
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仰向叩,(J()Ol 資 料紹介

さあ、わたしたちのこどもらに生きょうではないか／

・記録映画とフレーベルの生涯と思想ミ
（イーストマンカラー 16mrn 上映時間 1時間50分）

企画・製作日本記録映画製作所／協賛東ドイツパノラマ通信社／協力在日東ドイツ共和国大使館その他

今回大学の配車によって、記録映画とフレーベルの生

涯と思想とのフィルムが購入出来たことは、非常にうれ

しく感謝しているものである。

フリードリヒ・フレーベルは幼児教育の父であり 1836

年に画期的な論文を発表した後、世界最初の幼稚園ーキ

ンダーガルテンKindergarten （幼児の園） ーを創設し

幼児教育の実践にとりくんだのである。フ レーベルがど

んな世界観、人世観、児童観をも って幼児教育にとりく

んだかについて、我国におけるフレーベル研究の第一人

者である荘司雅子博士（広島大名誉教授）の講義にもと

づいてこの映画は製作されている。

フィルムは、東ドイツのフレーベル生誕の地の、雄大

な心安らぐ美しい自然の風景に始まり、次々とゆか勺の

地が紹介される。又東ドイツ各地に於ける長期現地取材

文学部児童教育学科教授 中 川 の ぶ

による多くの遺跡、数多い貴重な資料などを背景に荘司

博士の講義が進められ、フレーベルの教育思想の真髄に

ふれ、深い感銘を覚える。フィルムは 3巻に分かれ、第

1巻はフレーベルの生誕から、志をたててフランクフル

ト・アム・マインへ旅立つ まで、第 2巻l主グルーナとの

出会いから論文「1836年は生命の革新を要求する」を発

表するまで、第 3巻は幼児教育をはじめたプランケンプ

ルクから世を去るまで、となっている。

教育問題が論議をよんでいる今日、この映画を通し、

フレーベルの教育思想にふれ、幼児教育の指針とその内

容、方法について学ぶことは意義深いことである。幼児

教育にかかわっている者はもとより、本学の学生、又卒

業して現場にある保育者にも是非このフィルムを活用し

てもらいたいと願うものである。 （小児栄養学）

薗 Vierteljahrsheftezur Statistik des Deutschen Reichs, Jg. 1～52 (1892～1943) 

ドイツ帝国統計四季報

独占段階のドイツ経済に関する研究は、我が国では比

較的盛んに行われてきた。最近ではとくに、両大戦間期

の1920・30年代を対象としたものが目立っている。この

時期を対象にした研究は、そのほとんどが、現代的関心

に強く支えられている、といってよい。国家独占資本主

義と呼ばれる現代資本主義の蓄積構造は、第 2次大戦後

に定着してくるが、その端初的展開はすでに両大戦間期

にみられるのであり、とりわけ金融市場などをみると、

ドイツ経済はこの点できわめて顕著だったからである。

1920・30年代のドイツ経済の分析は、大枠でいえば、現

代資本主義の蓄積構造の形成過程を明らかにする、とい

う意義をもつであろう。

他面で、この時期のドイツ経済の分析には、もう一つ

の視角がある。それは、 70年代後半以降、長期的不況の

様相を濃くしている現代の資本主義経済を、一つの転換

期にあるものと認識したうえで、同じく大きな転換点で

あった1920・30年代のドイツ経済を取りあげ、それがど

のような条件のもとでL いかにして危機的な局面を打開

していったのかを明らかにしようとするものである。そ

商学部助教授 大矢繁夫

れは、 80年代の資本主義経済の展開を探るうえで、きわ

めて有益である、というのである。これは、より今日的

な視角といえる。いずれにせよ、 1920・30年代のドイツ

経済の分析は、現代との関わりで興味深いテーマとなっ

ていることは石在かである。

ところで、 ドイツ経済を分析する場合、一般によく利

用されているのは統計年報（Statistisches Jahrbuch 

fi.ir das Deutsche Reich ）である。この度図書館で購

入されることになった統計四季報は、上記の統計年報よ

りもいっそう詳細なもので、官庁統計としては、 ドイツ

統計集（ Statistik des Deutschen Reichs）とならん

でもっとも綿密なものである。それは、 ドイツ経済のほ

とんど全域を網羅し、精鍛な統計と要点の解説からなっ

ている。景気循環を追う場合などより利用し易いのは確

かだし、また、従来は看過されていた事実も見い出され

るかも知れない。この資料が多くの人によって利用され、

研究がいっそう豊富化されることを願っている。

（証券論）

． 

． 
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国連寄託図書館だよりーその③

E C資料の検索方法とOECD協力資料館

(1) E C資料の検索方法

Q. 資料検索の際に便利なツールはありますか？

． 「月fiJEC公式資料」（肝Jj）一駐日 EC委員会代表部

の発行で、 EC資料を前号で紹介した17カテゴリーの主

題別にまとめであり、新刊資料検索に最良の速報誌であ

る。また EC委員会発行の「Publicationsof the 

Eurοpean Communities_i （月刊）も新刊資料を知る上

で一つのツ ルと言える。

E C各機構の活動内容及び討・議内容を迅速に知lる資料と

して j~fJ-74·京日介した「Off icial Journal of the European 

Communities」の検索ツ ールに「Indexto the Offic ia I 

Jou ma I of the European Communities」カfある。こ

のIndexは、 AlphabeticalIndex (Vo 1 . I）と Met-

hodological Table (Vol. 0）から成り立っている。

(2) OECD協力資料館

Q. OECD協力資料館とは何ですか？

1969年に寄託図書館として認可されましたが、 1975年

． より寄託制度叫 と な っ 山 学 一 こ 伴 ー E

c Dが発行する全出版物（単行本、逐次刊行物、非売報

告書類）を1975年より継続購入する事になり、 OECD 

協力資料館とな った。

Q. 資料の配列はどのようになっているのですか？

（以下のカテゴリ一順に配列しである。）

。。 一般 74 
交通、運輸

10 経済問題 78 

20 財政、金融、租税、貿易 80 労働力、社会問題

30 統計 91 

40 開発 95 教育

50 農業、水産 96 

60 エネルギー問題 92 科学、技術

70 産業政策、地域政策 93 情報処理

97 環境、公害

Q. OECDの定期刊行物にはどんなものがあるので

すか？

1 . The OECD Observer （年6四千lj) OECDの活

動分里子から、そのH寺点のトピックスをダイシ 二Lストとして

速報。

2 . Econorni c Outlook （年 2回刊）一世界の経済情勢

の見通しを行う権威と信頼に満ちた資料。

3 . Economic Surveys （年22～23ヶ国分冊） -OECD 

諸国の各年度別経済審査報告書。

4 . Main Economic Indicators （月刊） -0五CD 

諸国の主要経済指標。

5 . Financial Statistics （月刊）Part 2・3+

Supplement （年 5回fl］）一世界の金融市場の動きを掲

載。

6 . Nuclear Law Bulletin （年2問干IJ)一世界各国の

原チ力関係法行政案内。

7 . Quarterly Oil Statistics （年4凶flj)-IEAが

発表する最新で正確な石油の動き。

8. Labour Force Statistics （年 4回刊）一統計で示

す各国の労働力・雇用・失業問題。

9 . Statistics of Foreign Trade 

世界貿易市場の動向調査に必要な統計

Ser.A: Monthly Bulletin （月刊）

Ser. B: Annual Tables by Reporting Countries 

（年 5回刊）

Ser. C: Annual Tables by Commodities 

imports （年 1回刊）

exports （年 1回刊）

10. Quarterly National Accounts （年4回刊）－OECD

諸国の国民経済計算を掲載。

11. Indicators of Industrial Activity （年 5回刊）

OEC D諸国の工業生産活動指数。
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12. Guide to Legislation on Restrictive Business 

Practices （不定期） OECD諸国のカルテル・独禁法

.J.>..三主
」工ー Eョ。

13 Research on Transport Economics （年 2回刊）

ヨーロ ッパ運輸担当大臣会議（ ECMT）運輸 経済研究。

14. Pulp and Paper Sta tis tics （年 4回刊） 一紙・パ

ルプの世界市場動向。

15. Financial Market Trends （年 3回刊） 国際金

融市場と主要国圏内市場の最近の動向を分析。

Q . OECD資料の検索ツールを教えて下さい。

OEC D東京広報センタ一発行の「OECD新刊案内」

（年 6回刊）は、簡単な説明を交えての新刊の紹介をし

ており、 OEC D出版物を把握するのに適している。ま

た「総合出版物目録」 （年刊）も主題別に出版物を分類

しており、検索の際便利である

（本館司書・国連係小島 哲）
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？な ユ ス

く研修・出張〉

・第2回ジャパンマー ク利用者懇談会

58.2.18 於：日本図書館協会

今永課長補佐出席

く人事〉

イ壬用 司書補 田淵智子 （庶務・受入係） (58 .4. 1付）

く卒業論文の保管について〉

卒業論文（大学院修了論文を含む）は、製本のうえ図

書館で保管してきましたが、保管スペースが狭あいとな

ってきた等のため、58年 3月卒業生の分か らは図書館で

は保管しなくなりました。

しか し、 大学院の修了論文については、今後も引き続き

図書館で保管します。

く本学所蔵学術雑誌目録の刊行予定〉

本学所蔵（神学部分館を含む）の雑誌目録は、 1979年

版が最新版で、その後新規、パックナンバーの購入等で

所蔵状況がかなり変ってきているため、その改訂版の刊

行が望まれていましたが、このたびようやく準備も終え

刊行のめどがつき ました。印刷の関係で冊子体目録とし

ての刊行は、 5月下旬になる予定です。

お知 '::> せ ！な ． 
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昭和58年度

58年

図書館行事予定表

2月5日 （土）～ 4月9日 （土） 春季休暇

休暇中学習室閉室

2月8、 9、10、12日は入学試験

のためf木長官

4月6日（水） 新入学生利用指導（文・法）

7日（木） ク ク （商・経）

5月11日 （水） 学院創立記念日で休館

7月1日（金） 夏期長期貸出開始（9月18日まで）

11日（月）～ 9月3日（土） 夏期休暇

休暇中学習室閉室

9月8日 （木）～ 9月28日（水）前期試験

29日 （木） 30日 （金） 大学休業のため休館

11月中旬 大学祭期間中学習室閉室

12月15日（木） 冬休長期貸出開始（ 1・月18日まで）

26日 （月）～ 1月7日（土）冬季休暇

休暇中学習室閉室

26日 （月） 開館 9: 00～21 : 00 

27日 （火） 開館 9: 00～12: 00 

28日（水）～ 1月5日（木）年末年始の休館

59年

1月19日（木）～ 2月3日（金）後期試験

24日（火） 春休長期貸出開始

（卒業予定者は 2月末日までう
上記以外者は 4月22日まで／

2月4日（土）～ 4月9日（土）春季休暇

中旬

3月上旬

休暇中学習室閉室

入学試験のため休館

在庫調査で開架閲覧室閉室
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休館・閉館その他行事予定については、 ｜ ！ 
： lそのつどJ図書館の玄関に掲示します。 ｜


