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「図書館は大学の心臓である」

図書館長

川上宏二郎

大学は学術の中心であり、そのまた中心が図書館である。そこから図書館は大学の 「心臓」で

あるといわれる。

その意味は、血液循環系の中枢器官を、 「学術」循環系の 「中枢」施設に警えることにある。

前者の血液循環系からみよう。心臓には血液が集まる。それと同じように、図書館には図書資

料が集められ、そしてそれをもとに学習・研究しようとする人が集まる。心臓から血液が出てい

く。それと同じように、図書館から図書・資料が借り出され、利用を済ませた人が帰っていく。

血液は身体全体に回って、細胞に栄養を与え、その生物体の生命を維持する。それと同じように、

学習、研究した人があちこちに散らばっていき、そこでその成果を互いに与え合って、大学体の

生命を活性化し維持する。

次に後者の中枢器官についてみょっ。心臓がなければその生命体は死滅する。それと同じよう

に、図書館がなければ大学はなく、大学という名の施設があるだけとなる。他の大学の関係者が

本学に訪れたとき、その人たちがまず見たいと希望する施設設備は、図書館である。それを見た

だけで、その大学の特色や学習のレベルがわかるからである。逆にわれわれが他の大学を訪ねた

ときもそうする。まさに図書館は大学の 「中枢」施設なのである。

ところでこのような生命体には、生活現象と病気現象がある。ある、といっても一つの生命活

動をこのいずれとみるか、ということである。同じ汗を出すという現象もスポーツをしての汗な

ら、生命体として当然の現象、すなわち生活現象とみられるが、異常な体温によるものであるな

ら、それは病気現象とみられるであろう。

図書館は多くの人に利用されてこそ図書館である。よりレベルの高い生活現象が生ずるようで

きるだけ利便性を向上させ開放的になるよう心がけねばならない。ところが実際には病気現象が

生じて、心臓の正常な働きが阻害されることがある。その場合は阻害原因を取り除くようにしな

ければならないが、願わくばその前に利用者の白玉自立的な生活現象の発揮が望まれるのである。
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哲学に親しもう

哲学と言う言葉を聞くと、皆さんは 「難解で、、自分

達の生活に何の関係もない学問だ。」という風に考え
てはいませんか？ いえいえ、哲学は難解な ものでは
ありませんし、 実生活に何の関係、もない学問でも無い

のです。哲学は 「ものの見方、考え方」を私達に示し

てくれる大切な学問です。大学は、皆さんにと っては
「ものの見方や考え方を身につけて、自分の頭で考え

る事を修養する場」なのですから、そこに籍を置く皆
さんが哲学に興味を持たない事は、大学に通う本当の

意味を皆さんが見いだしていない事を意味する、といっ

ても過言ではありません。
このように書くと、 「じゃあ何を読めばいいんです

か？ 私は、哲学 （の入門） 書を繕いてみた事があり

ますが、 専門用語がわんさか出てくるは、文章はわか

りにくい言い回しが多くて理解できないはで、とても
読む気がしませんでした。」という反論が、皆さんか

ら返ってくると思います。この反論に対する私の答
えはこうです。 「だまされたと思って 『ソフィ ーの世
界』を一度読んで、ご覧なさい。」

さて、今回紹介させて項く 「ソフィ ーの世界」は、

一種のミステ リータッチの小説の体をした 「哲学の歴

雪国コ ンテスト

,.t 

京都の出町柳というところ（水上勉の 『出町の柳』

という小説の舞台になっています）に柳月堂という名

曲喫茶があって、私は、学生時代、ほとんど毎日のよ

うに、そこでコーヒーを飲みながら数時間を過ごして
いました（その分、授業には出ていなかった、という

ことになりますが）。あるとき、常連の一人が、店に

一冊の本を置いていったことがありました。見ると、
川端康成の 『雪国」の冒頭、有名な 「国境の長い トン

ネルを抜けると雪国であった。」で始まり、信号所に
汽車が止まって娘が 「駅長さあん」と呼びかけて・・・

という部分を他の作家が書いたらどうなるか、という
ノfロディをやっている本です。残念ながら、誰が書い

た何というタイ トルの本だったかは忘れてしまいまし
たが、その本を皆で面白がって読んで、いるうちに、誰

かが 「俺たちもこんなのをやってみよう 」と言い出し、

店のマスタ ーが、 「じゃあコンテストをやろう 。一等

賞にコーヒーチケット一つづり出す」と宣言 して、に

わかに 「雪国コンテスト 」なるものが始まってしまい

ました。
コーヒ一一杯で何時間も粘れる店で、当然値段が安

いとは言えませんから、さして裕福で、ない学生にとっ

て、 コーヒーチケットという賞品はやはり魅力です。

そこで、どうやったら一等賞をとれるか、少しは考え

ました。コンテストの選考方法は参加者全員による投
票ということになっていましたから、なるべく 多くの

経済学部助教授 大 川 隆 夫

史」を理解するために書かれた最良の舎です。今年度
のベスト・セラーになっておりますので、名前を聞い

たことのある人 もいるでし ょう。木許では、ギ リシャ
哲学からサルトルまでの哲学火をざっとおさらい して
います。専門用語にも丁寧な解説がつけてあります し、

色々な哲学者の考え方もポイ ントを押さえた善ーき方が
なされています。構成も見事で、、先人のやった業績に

対する問題点を、次世代の哲学者がどのように解消し
ていったか、という点がうまく 書かれております。 加

えて、小説でもあるわけで、そち らの結末もどうなる

か、わくわくしながら読み進め られます。

最後に、簡単なあ らすじを紹介しておきましょう 。
14歳の少女ソフ ィーは、ある日、切手も貼っていない

子紙を次々受け取ります。それには 「あなたは誰 ？

世界はどこからきた？ 」という 質問が書いてありま し
た。加えて、ソフィ ーはヒルデとい う少女のパースデ

イカー ドも受け取ります。一体、 手紙の送り主は何者
か？ 手紙に書かれた問いの答えは ？ ヒルテーと いう

少女は何者なのか？ これらの謎の答えを知りたい人

は、 「ソフィーの世界」を橋いてみまし ょう。そう す
れば必ず哲学に興味を持つこと請け合いです。

法学部講師山田憲 一

人に面白いと思わせる必要があります。とこ ろが、参
加者二審査員というのが、いまどき名曲l喫茶の常連に

なるような連中ですから、 ドス トエフスキーのファン
だとか、高橋和巳の信奉者だとか、まずは高尚な趣味
の持ち主が揃っています。小中学生の頃はSF、それ

もスペース・オペラという、宇宙を舞台に西部劇をやっ

ているような類のものが大好きで、高校生の時分には

渡辺淳一を愛読していた私がその辺のパロディを書い

ていったところで、彼らに受けるはずはありません。
そこで思いついたのが、みんな名曲喫茶に溜ま ってい

る連中で音楽は好きなのだから、音楽について文章を

書いている人の真似をすれば受けるのではないか、と
いうことで、結局、吉田秀和という音楽評論家の下手

な物真似を書いて持っていきました。が、 同じような
ことを考える人はいるもので、ふたをあけてみると、

やはり音楽評論をやっている宇野功芳とい う人のパロ

ディが出てきて、 こちらには柳月堂の常連にしか通じ

ない内輪ネタがふんだんに盛り込まれていたことも
あって大受けとなり、 一等賞はそちらにさらわれてし
まいま した。

これはもう何年も前の話ですが、最近、この人の雰

囲気で書いてみたら面白そうだ、と忠、う本に出くわし
ました。それを記して、話題図書紹介の責ーをふさぐ こ

とにします。
青木雄二『ゼニの人間学』 （KKロングセラーズ）

.) 

． 
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向 日 本 文 壇 史・伊藤整
法学部 4年 竹原栄一郎

． 

斉藤緑雨を御存じであろうか。緑雨は明治期の文人

で、志は小説にあったが叶わず、高朝報や都新聞にア

フォリズムを書 くことでなんとか糊口をしのいだ。

「按ずるに筆は一本也、箸は二本也。衆寡敵せずと

知るべ し。」緑雨の警句の中でもこれが一番知られて

いるであろう 。他に「チョピンとは俺のことかとショ

ノマン言い」というのも彼である。皮肉とユーモアにあ

ふれた彼の数々の警句は、現代にもじゅうぶんに通用

する。 ただ、 三行長くても十行という短文に、可能な

かぎ りの技巧を尽くしたが、報われること少なく、貧

窮の うちに結核で世を去る。 「僕は本月本日を以て目

出たく 死去っかまつり候」という彼自身による死亡広

告が新聞に掲載された。墓碑名は緑雨酔客。江戸文化

の最後を飾る男であったといわれる。

以上を私は伊藤整の 「日本文壇史」（全18巻）から

知った。題に文壇という字があるけれども、明治の思

想史あるいは社会史でもある。

l啄木こと石川ーは、自作が掲載された 「明星」を添

えて朝日新聞に履歴書を出した。月給は三十円を望む

と書いておいた。ょせ、それではまとまる話もまとま

らぬ、と友人金田一京助は止めた。月給三十円は当時

大卒の初任給である。なにかまうものか受かるとは思っ

ていなし】。だが目出たく啄木は就職するのである。

幸徳伝次郎は同郷の先輩中江兆民の家に書生として

住みこんでいた。ある時兆民が、 君のように自他に厳

しくては生きづらかろう 。春か霞のようでなければ長

生きできまい。いっそのこと春暮とでも号してはどう

かと言った。伝次郎答えて、私はそういうのが一番嫌

いで、できるならば春か霞の反対の名を名乗りとうご

ざいます。兆民笑って以前己が使っていた秋水という

名を送った。以後伝次郎は幸徳秋水と名乗るようにな

る。

このようなエピソードが数えきれないほど書いてあ

る。大は政府のことから小は給料、身長のことまで、

些事をいくつも重ねることで読むものにありありと明

治をみせてくれる。なにより伊藤整自身の明治への憧

景、文士たちへの哀惜が文章のあいだにこめられてい

る。明治は複雑な響きを持つ時代で、そしてもはや夢

のような時代である。だが間違いなく 若々しい時代で

もあった。沸騰するような興奮と、それに伴う苦悩。

日本が初めて経験した 「国」であることの情熱が、生

き生きとした群像をとおして描かれた本である。

ーーーーーーーーーーー一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーー一ー一ーーーーーー一ー一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ー一一一一一一一一ーーーー一一ー一ーーーーーーーーーーーー一ー一ーー一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

エルヴェ・ギベールの作品（以下全て集英社刊）

法学部 2年東司

． 
『ぼくの命を救ってくれなかった友へ』この恨みが

ましくも静かで悲しいタイトルはエイズで1991年にな

くなったフランス人エルヴェ・ギベールの小説につけ

られたものだ。36歳であった。

「ぼくは 3か月間エイ ズだった。」という 宣言で始

まるこの本は作者自身が 「ぽく 」であり、多くの実際

の出来事を含む。回想する形式で、文体も軽く平易だ。

まるで 「ぽく 」の日記のページをランダムに読んで、い

くような小説だ。

この本の重要な部分に 「ぼく」の友人で哲学者のミ

シェル・フーコー（作品中ではミュージルとしてある。）

のエイズ発病と死がある。ギベールはフーコーの死を

通して自分のこと を考える。そしてエイズではない者

も、ギベールの話を通 して 自分の死を想うことができ

る。私たち大学生のほとんどは若 く健康な者であって、

死は常に 自覚されているとは言い難い。人の命は生ま

れることによ って既に差 し押さえをくら っているとい

うのにだ。

ギベールはホモセクシャルであるし、 その生活はと

ても普通の ものとは言えなし、。特殊かもしれない状況

を彼が語ると、それは自然で、き っと異なった価値観

を受け入れるこ とができる よう になるだろう 。

E 
s 子

ホモセクシャルや病人に対して（エイズに限らず）

何か嫌悪を強く抱く人にこそ読んでほしい。自分の価

値観を考え、試してみて下さい。性について、友人に

ついて、血縁者について、愛情について。

ところで、この小説には続編がある。『憐れみの処

方護』であり、前作の反響に応じたものだ。そして

『赤い帽子の男』はさらにその続きともとれる小説で

ある。ぜひ三作読んで、いただきたい。それらは決っし

て重 く、暗く、辛い、病人の涙ではない。 「ぼく 」は

弱った体にもかかわらず旅をするし、サンダルをはい

た女性のかかとがピンクに染まっているのを見つける。

そして絵画に対する情熱を持ち、美をおもう 。彼の視

線は生きている。

どうか、彼の生きた日々を読んで下さい。

『ぽくの命を救ってくれなかった友人へ』佐宗鈴夫（訳）

『憐れみの処方議』 野崎歓（訳）

『赤い帽子の男』堀江敏幸（訳）

『ウゃア ンサンに夢中』佐宗鈴夫（訳）

『楽園』野崎歓（訳）

『百使と私』野崎歓（訳）

〔図書館所蔵〕
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新聞やTVニュース等によって取り上げられる＼キーワードに係わる関連図

書（資料〉の紹介です。配架場所が分かるように請求番号も表示しましだ。

なあ＼このようなキーワードについては＼すぐに図書として出版されるわけ

ではなく＼その前に新聞や雑誌等でいろいろと取り上げられます。これらを模

索する疋めに第7参考図書の「雑誌記事索ヨしゃ＇ 1階雑誌架の 「新聞夕、イジエ

スト」ま疋「新聞縮刷版」ガ役に立ちます。これらの参害資料を利用する疋め

の入門書として「第？参考図書活用ハンドフ

せてご利用下さし＼o

［リサイクル法］

缶や紙パックなど容器、 包装材の リサイ クルを

企業に義務づける新法。 これまで自治体任せだっ

たごみの処理は、生産、流通、消費という経済の

流れから切 り離され、 市町村はオフィスや家庭か

ら出るごみの 「後追い処理」に追われてきた。こ

の法律が注目されるのは、ごみ処理の責任を市町

村だけでなく、生産、 流通にかかわる企業や消費

者にも分担させるルールをつくった点。効果が発

揮できるかは、消費者や企業、自治体の取り組み

にかかっている。 （就耳哉ジャーナル’95)

関連図書

ごみリサイクル： 環境にやさしいライフス

タイルの提案／和田安彦／読売新聞社

/518.52.8 

ごみリサイクル白書 ：多摩地域におけるご

みの現状と課題／多摩地域ごみ問題研

究会／公職研／518.52.23

環境教育・授業記録集2：台所から地球ま

で ；リサイクルはムダですか／ネット

ワーク編集委員会／学事出版／

375.3.33 

廃棄物とリサイクルの経済学：大量廃棄社

会は変えられるか／植田和／有斐閣／

518.52.9 

【製造物責任法］

20年来の懸案で、あった製造物責任法 （｜略称PL 

法）が、1994年 6月22日参議院本会議において可

決され、 7月 1日公布、 1年後の 7月 1日から施

行された。製造物責任法は第 1条 （目的） を 「こ

の法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又

は財産に係、る被害が生じた場合における製造業者

等の損害賠償の責任について定める ことにより、

被害者の保護を図り 、もって国民生活の安定向上

と国民経済の健全な発展に寄与することを目的と

するこ と」 とし、製品に欠陥があれば、その欠陥

商品に よる消費者被害は製造業者等の過失の有無

を問わず損害賠償責任を負うとする画期的なもの

である。 (imidas’95) 

関連図書

わが国の製造物責任法 ：現状と立法論／

竹内昭夫／有斐閣／324.55.76

逐条解説製造物責任法／経済企画庁国民生

活局消費者行政第一課／商事法務研究

会／324.55.106

注釈製造物責任法／山本庸幸／ぎょう せい

/324. 55 .108 

製造物責任法総覧／加藤雅信／商事法務研

究会／324.55 .111 

． 

． 



． 

． 

西南学院大学図書館報

｛規制緩和］

政府が法律などによ って民間企業や国民の活動

に関与・介入する 「公的規制」を緩和すること。

こうした規制は、政府主導の産業発展や国民生活

の安定を図るうえで一定の役割を果たすが、生産

者保護につながり、 内外価格差を広げるなど消費

者の利益が損なわれる面があり 、日米経済摩擦な

どの外的要因から緩和が今日的懸案になってい

る。経済構造改革の観点からも、新政権にとって

は待ったなしの課題。 （就職ジャーナル’95)

関連図書

E C市場統合と保険の規制緩和：西ドイツ

独占委員会リポート／西 ドイ ツ独占委

員会／東洋経済新報社／339.3.1

消費者重視の経済学：規制緩和はなぜ必要

か／伊藤隆敏／日本経済新聞社／

332.107.83 

規制緩和の経済学／加藤雅信／東洋経済新

報社／601.1.78 

規制緩和で日本が変わる／規制緩和研究会

／ジャパンタ イムズ／332.1.565

東京資本市場 ：規制緩和と金融機関の動向

／アンダーセンコンサルテ イング／

中央経済社／338.14.121

［地球温暖化防止条約］

地球温暖化とは二酸化炭素やメタ ン、特定フ ロ

ンカ、、スなど温室効果庁、スの大気中濃度が高まり、

地球の平均気温が上がる現象。 これを防止する

「気候変動枠組み条約」が地球温暖化防止条約で、

日米欧や中固などが制印している。この条件は90

年代末まで、の出室効果ガス排出抑制対策しか取り

決めていないことから、 政府は2000年以降の対策

づくりを促す政府~jf]{~ をジュ ネーブの条約事務局

に伝える方針。｜王I.i1：の専門家会議は、温室効果ガ

スの規制をしない場令、 21世紀には地球の平均気

温が摂氏 3度上昇すると予iflilしている。条約は 2

年前ブラ ジルで｜羽かれた地球サミッ トで調印され、

来年 3月にはベルリ ンで第 1回条約締結国会議が
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聞かれる予定。 （就職ジャーナル’95)

関連図書

IPCC 地球温暖化レポート：「気候変動

lこ関する政府間パネル」報告書サマリー

/Intergovernmental Panel Climate 

Change／中央法規出版／451.35.3

地球温暖化への挑戦：グリーンピース・レ

ポート 政府・企業・市民は何をなす

べきか／Leggett,Jeremy K. ／ダイ

ヤモンド社／451.35.4

進む地球の温暖化と農業／農政ジャーナリ

ストの会／農林統計会／613.1.3

地球環境の行方：地球温暖化の我が国への

影響／環境庁地球環境部／中央法規出

版／519.8.26

［ディスク口ジャー／企業情報開示｝

最近は、企業情報の公開が求められ、法的にも

開示することが強制されている分野がある。財務

諸表の会計情報は、証券取引所に上場されると公

開が義務づけられる。最近は、企業の情報をもと

に自己に有利に取引する企業のインサイダー取引

行為が禁じられるようになった。なお、情報を完

全に公開 してしまえばインサイダー取引の発生す

る余地はなくなる。ディスク ロージャーの社会的

意義はそ こにあるといえる。 （知恵蔵’95)

関連図書

ソーシャル・ディスク口ージャーの新展開

/Johnson, Harold L.／中央経済社

/679 .J2. lA, lB 

社会関連情報のディスク口ージャー／山上

達人，飯田修三編著／白桃書房／

336 .17. 52A 52B 

ディスク口ージャーの知識／福田真也／日

本経済新聞社／330.8.3-469

新しいディスクロージャー制度解説／大蔵

省証券事業財務課開示制度研究会／別

冊商事法務／325.05. 2B-103 



( 6) Seinαn Gαkuin University Librαry Bulletin No.139 

我輿譲 主日

吉林大学教授 宿 久高

在被問及愛好的時候，許多人把讃書放在首位。

我也愛書，愛讃書。有時被某本書 （多是文学作

品）所吸引而一口気讃完，以至）夜寝忘食。然而更

多的則是因研究或教学需要請ー些専業方面的書。

這種譲書是奥愉悦和辛労相伴的。其実人有一種典

生倶来的惰性，往々得倫瀬就｛鮒頼。我這様的“職

業譲書人”也不例外，条件越好， 書越豊富，這種

惰性表現得越明顕。

“鵠，鵡，鵡，曲頚向天歌，白毛浮緑水，紅掌

擦青波。”這首至今不忘的J路賓王的名詩（該詩先

記憶写出， 未査到原文，或許有誤，文責筆者自負）

便是我幼時譲書生活的起点。我生長在農村，自幼

家境貧寒，且父母目不識丁，家里不要説書，就連

帯鉛字的紙片都難以技到。可那時封書的渇望是那

般的強烈，毎得一書，無論是否適合当時的閲讃能

力，非讃完不願耀子。小学時偶得一本封皮破旧的

〈辞証唯物主義奥歴史唯物主義〉，寛在煤油灯下

逐字逐句地讃完，想来令人捧腹。小学生嚇可能僅

得那些深奥的什座主義 ！可是，那些文字理解上的

謬誤，那種譲完后不知所云的藤H~~，那種由謬誤輿

藤H~~産生的愈稜強烈的求知欲望和執均，那種似乎

突然領悟到了什歴的興奮輿激動，作為人生的宝貴

財富至今何深々地留在我的記憶里。

上了大学，暢溌在吉林大学図書館這座擁有220

万冊蔵書的知識宝庫里，着実令我興奮不巳。毎本

書就象一塊巨大的磁石，吸引着我在閲覧室里度過

毎一小夜晩，伴随我度過凹年的大学生活。是那些

書帯我去探知未知的世界，豊富我的人生，滋潤我

的心田，給了我無数的啓姐手｜｜思索。従那時起我才

真正｜董得了書釘人生的重要。

当了教師，成了“職業諮書人＼ 整 日以書為伴。

学校里有書，家中書房里也Wtl壁是書，書香四溢，

典雅気派。本来，在書的海洋旦，原来譲過的一本

半本，擁有的一知半解者13不過是一点一滴，微不足

道。但人往々難有自知之l：リ1，有時則因為譲過一本

半本書，擁有一知半解的知識而瓢々然起来。当然，

書還是経常讃的，但是我却時而感至Jj，議書時雄然

多了幾分思考，但却少了幾分幼時輿大学時代劉・4

的熱望。有時是被動的， 有｜｜寺選会杷満屋的書視為

満足“学者”之虚栄心的械設。其実，真正讃過、

譲憧的又有幾部呪？ 家有万巻何以証明主人腹灘五

車呪？

貧窮催人奮進，富有滋生’｜頼惰。積書亦同此理。

没有時知機似渇，有了又不付出辛苦去讃，或許当

擁有的東西失去時才会痛感到物的宝貴。 中国現代

文学的築基人，偉大的文学家魯迅回憶在仙台留学

時受益匠浅的藤野厳九郎先生時， I曽写下這様一段

文字 ：“毎当夜間疲倦，正倫’｜頼時， 仰面在灯光，，＿，

瞥見他黒痩的面貌，似乎正要説出抑揚頓挫的訴来，

便使我忽又良心発現，而且増加了勇気，子是点

一支畑，再継績写些…・一文字。”魯迅所言是極其

坦誠的。其実，人疲倦時会倫’｜頼，不疲倦時也会倫

’｜頼的。 看来為了継績認々真々地譲書，為了復魁j京

来的求知渇望奥葬！？情，為了人生中多幾許勤奮，少

幾許↑頼惰，不僅需要師長厳励的目光， 需要 “:jJIJ揚

頓挫的話”， 還需要自己経常往自己身上揮上幾

鞭。

． 

書籍、各種の蔵経やその他のチベッ ト語図書は800
種を越える。岩崎文庫には和書、漢書7142部、 31
冊。古齢、本、五山版、古活字本、 ｜｜監｜｜峨本等をはじ

め、江戸、明治時代の学者の自筆木、文学作品を

中心とする一大蒐集。そのほかに、近代日本の政

治、経済、軍事、外交、歴史、文学、宗教、社会

学に関する図書、日本、朝鮮、 中国に関する考古

資料、図書、近代中国関係資料に関する図書など、

重要なコレク ションは国宝や重要文化財といえま

す。

東洋文庫はまた、東洋学研究のセ ンターです。

東洋学の各分野を中国研究、東北アジア研究、 1-11

央アジア、イスラム、インド、東南アジア研究

！本研究などの部門、 12個研究委員会に分けてい

る。民間研究機関と して、 一大学、一研究所、

国家の枠を越えて、専門家と共同、協力して研究

しています。特定の研究課題について共同研究を

． 
アジア研究資料の宝庫

一東洋文庫一

吉林大学助教授越 英蘭

東洋文庫はアジア文献の宝庫と よばれています。

本当にその評判にたがわずすばらしい文庫でした。

9月末、私は資料をさがしに行って深い感銘を受

けたので、簡単に紹介します。

東洋文庫はさすが東洋学研究の資料センターに

恥じないものです。蔵書総数は80万冊。中国のほ

かに、日本、朝鮮、 蒙古、シベリア、中央アジア、

西アジア、エジプ ト、インド、東南アジア等アジ

ア全域に関するものが集められています。

その中で＼モリソ ン文庫には、中国を中心とす

る欧文図書で6000種、 24000冊。中国の地方誌及

び叢書は4000部。中国の族譜、清朝刊行の満蒙文



． 

． 
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し、その研究成果を刊行しています。東洋文庫所

蔵の稀観書、貴重資料を国内外研究機関、研究者

へ普及 ・紹介もします。主な出版物は東洋学報、

東洋文庫欧文紀要、東洋文庫論叢、東洋文庫叢刊

などがあります。同時に、多種の講演会、研究会、

展示会、交流会を催し、国内外の研究機関や学者

と情報交換や研究成果の交換を行います。したがっ

No.139 1995. 11. ( 7) 

て、東洋文庫は日本ばかりでなく、国際的にもユ

ニークな学術活動のセンターといえます。

現在、東洋文庫は世界的な宝庫と して、多くの

アジア全域の人文、社会科学の研究者を引きつけ

ています。これらの文化財を充分に利用して、世

界の東洋学の発展のために大きく貢献しましょう。

閲覧・利用者（奉仕）の部（平成6年度）

1.入館者数（延べ人員） （単位：人） 4. A Vブース資料利用頻度 （単位 ：件）

~ 入館者総数 卒業者
学 外 者

学生 教 員 その他 kぞ？ ビデオ
レーザー

CD テープ レコード 合計
ディスク

4 20,175 59 8 2 4 79 53 28 161 

5 38,190 57 21 7 5 94 47 2 26 2 171 
6 49,203 66 13 5 

7 39,289 76 15 7 2 
6 131 95 1 22 249 

8 19,762 75 16 2 7 146 78 6 21 251 

9 73,641 49 13 6 8 53 68 2 21 144 

10 36,641 76 14 9 
9 69 42 3 29 143 

11 32,700 31 18 4 

12 22,763 39 16 4 
10 161 73 6 56 296 

1 62,215 36 15 1 11 114 71 2 20 207 

2 14,533 43 6 2 12 107 64 18 190 
3 11 926 72 19 11 

合計 421,575 679 174 60 3 
1 48 27 3 9 87 

2 38 25 4 16 83 

2.学外者利用内訳 （単位 ：人） 3 25 20 11 25 82 

国立大学 公立大学 私立大学 短 大 その他 合計
合計 1,065 663 42 291 3 2,064 

学部学生 47 11 64 12 134 

大学院生 35 3 38 

教 貝 16 23 12 9 60 

留学生 2 2 

職員、他 2 1 3 5. A Vブース利用頻度 （単住：件）
メ日ト、 計 102 34 79 21 1 237 

3.文献複写数
次？ 1 人用 2 人用 オーディオ

合計
A Vブース A Vブース フース

4 114 18 29 161 
1）一般複写

5 126 15 30 171 
1 l世 3 階 合計

電子複写（枚） 93,548 77 367 170,915 6 189 37 23 249 

マイクロフィルム（コマ） 1,204 1,204 7 184 40 27 251 

マイクロフィッシュ（シート） 8 112 9 23 144 
b ιI 計 94,752 77, 367 I 172, 119 

9 98 13 32 143 

2）相互協力複写 （単位 件）
10 196 38 62 296 

困 内
国外

国立大公立大私立大 国 会 その他
11 158 27 22 207 

2’ヌえ」 託 47 72 620 。 11 。 12 147 24 19 190 

教 員 34 2 164 4 41 11 72 3 12 87 

イ衣 院生 17 。 52 6 9 。
2 49 14 20 83 

学部生 10 。 25 2 11 。
頼 その｛也 。 。 4 。 。 。 3 40 5 37 82 

計 61 2 245 12 61 11 合計 1 485 243 336 2,064 
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新着図書紹介
く書名／編著者／出版社／請求記号〉

知の探偵術／武田 徹／ノ勺レコ出版局／

007. 5. 18 
本からの発想／日下公人／文雲春秋／

019. 04. 15 
ノ〈ースナリティ ／半田智久／新曜社／

141. 93. 78 
聖書の論理が世界を動かす／鹿嶋春平太／

新潮社／193.04. 11 
中世の社会と武力／福田豊彦／吉川弘文館／

210. 4. 84 
フランス革命の主役たち／サイモン・シャーマ／

中央公論社／235. 06. 36 1～3 
忘れえぬ日本人／中野好夫／筑摩書房／

281. 04. 29 
核時代の科学者たち／ パ リティ編集委員会 ／

ノマリティブックス／283.0. 8 
アジアの民主化と女たち／伊千差直子／明石書店／

302. 2. 38 
公共政策学入門／足立幸男／有斐閣／

311. 7. 12 
地域政策の課題／横山昭市／大明堂／

318. 6. 10 
憲法小体系／竹内雄一郎／高文堂／

323. 14. 96 
専門家責任の理論と実務／山川一陽ほか／

新日本法規出版／324. 0. 30 
制度・制度変化・経済成果／D. C.ノース／

晃洋書房／331. N96. 1 
中華帝国の構造と世界経済／黒田明伸／名古屋大

学出版会／332. 22. 306 
あなたにもわかる国際経済論（増補版）／

仙頭 佳樹ほか／多賀出版／333. 6. 410 
日本企業の国際化戦略／今西伸二／同文館出版／

335. 5. 88 
経営管理を学ぶ／上野一郎／産能大学出版部／

336. 0. 62 
企業会計の理論と実際／守屋俊晴／中央経済社／

336. 9. 41A 
新・価格破壊／毎H新聞社／毎日新聞社／

337. 8. 17 
緑の料金／世界資源研究所／中央法規／

345. 1. 242 
分権化時代の地方財政／日本地方財政学会／

頚草書房／349.0. 60 
日本人論の方程式／杉本良夫ほか／筑摩書房／

361. 42. 65 
児童福祉論一課題と実践／喜多祐荘ほか／

中央法規／369~. 4. 136 
ニューメディア時代の子どもたち／子安増生ほか

／有斐閣／371. 45. 157 
大学への旅／喜多村和之／紀伊国屋書店／

377. 21. 39 
カオスの素顔／ニーナ・ホール／講談社／

415. 5. 1 
生命観を聞い直す／森岡正博／筑摩書房／

490. 15. 96 

対人恐怖の心理／永井 撒／サイエンス社／
493. 74. 17 

日本的経営・生産システムとアメリカ／安保哲夫
／ミネルヴァ書房／509.6. 31 

地域環境50の仮説／西岡秀三／東海大学出版会
/519. 0. 113 

地域環境の行方／環境庁地球環境部／中央ヰ規／
519. 8. 26 

進化するハイパーネットワーク／会津 泉／
NT  T出版／547. 48. 47 

森と文明／ジョン・ パー リン／品文社／
654. 0. 12 

挑戦する流通／伊藤元重／講談社／
675. 4. 78 

楽器とコンビュータ／持田康典ほか／共立出版／
763. 9. 3 

英語のソーシャルスキル／鶴田庸子ほか／大修館

/837. 8. 143 
フランス語がわかる／曽我祐典／ 白水社／

850. 7. 49 
日本文学におけるく他者〉 ／鶴田欣也／新曜社／

910. 4. 88 
モーツアルトを聴く人一吾川俊太郎詩集／

谷川俊太郎／小学館／911. 56. 155 
命を削る鈎／串田孫一／春秋社／

914. 6Ku86. 4 
ダニエル・キイス読本／早川書房編集部／

早川書房／930. 28Ke67. 1 
イギリスの四季と生活の詩／出口保夫 ほか／

研究社出版／931. 0. 101 
シェイクスピア劇の登場人物ーその性格と心理／

高山浩子／ごぴあん書房／932. Shl2. 71 
クレティアン・ド・卜ロワ 「獅子の騎士」／

菊池淑子／平凡社／951. Tr7. 1 
（上記は、平成7年 6～9月新着図書 く和書〉の
一部です）

【お知らせ】
女卒業論文用の貸出

卒業論文のために貸出を希望する方は、
カウンターで手続きをしてください。

通常の貸出冊数とは関係なく、 3冊30日
間の貸出が可能で、す。ただし、 更新は出来
ませんのでご注意ください。

ヲ...~休み長期貸出
対象

学部学生 5冊 留学生 10冊
専攻科生 5冊 選科生 5冊

貸出期間 12月13日（水）～’96年 1月6El （二仁）
返却期限 ’96年 1月20日（土）

＊イ本銭関
11月18日（土）
12月25日（月）
12月27日（村正午～’96年 1月5日恰）

編隼 後雪 己

試験期間中の私語騒音 はおよそ図書館とい うイ
メージを修正きせられた。ょうやく、落着きをと
りもどせて良かった。（M)
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