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学術雑誌およびケミカルアブストラクトについて思うこと

私が教育および研究を担当している「化学」

と呼ばれる学問は、 大変広い領域を含む学問で

ある。学術雑誌の数も学会が発行しているもの

と出版社が発行しているものを合わせて重要な

ものだけでも数百はある。しかも毎年新しく創

刊されるものもあり、私の専門の有機合成化学

の分野だけでも、今年 2雑誌が創刊されている。

乙の様な現状では、研究に関連のある雑誌を購

入しようとするだけで私達に研究者として配分

される国家予算 f校費）をはるかに越えてしま

う。学会誌などは、インスティテュ 卜又はラ

イブラリーとして購入するより廉価でメンバ一

価格として購入できるが、規定（学会の規則） Iと

より図書館に供出できなくなる。私が乙の様iと

して自費購入している学術雑誌は年間15万円を

超えている口乙の乙とは私個人としても大変な

負担となっている。講座数の多い学科を有する

大きな大学では、予算も多く正規の方法で図書

館で晴入して、大勢の教官や学生で利用する本

来の姿が見られる 。しかしその様な大きな大学

でも、図書費の増大に悩んでいるという声をよ

く聞く。特に山口大学理工科系図書で不利なの

は、工学部と医学部が宇部地区にあって山口キ

ャンノマスと離れているので、学術雑誌の共同利

用ができない点である。学術雑誌に限らず高度

の精密測定装置についても同様のことが言える。

小 国 信 樹

山口大学が 1つのキャンパスに集中すれば、上

記の事項に留まらず、教育上の交流も活発に行

うことができるので、どんなにすばらしい乙と

だろうと思う。

さて此度、日本化学会編集の 「実験化学講座」

（丸善）を15年ぶりに新しく書き直す ζ とにな

り（全29巻、編集委員長、丸山和博京大教授）、

私も「有機金属錯体」の一部を執筆担当させら

れる乙とになった。このシリーズは今回で 4回

目の書き直し（改訂ではない〉となるが、乙の

シリーズは現在まで、化学関係図書の教科書を

除くベストセラーとなっており、図書館のみな

らず日本のど乙の大学の化学系講座の図書室又

は談話室にも置かれている程、化学の研究に欠

かせない著書となっている。私の担当部分では

当初の予想通り、ケミカノレアブストラク卜 （CA

と略す）で調査すると J.Organometal. 

Chem.という学術誌が圧倒的に引用すべき論

文が多い乙とが分った。しかし乙の学術誌は現

在年間購読費が約85万円と大変高価なため関西

以西では九州大学の附属図書館にしかない乙と

が分り、 2日間掛けて必要論文のコピーを採っ

てきた。乙の時世話になった九州大学工学部の

教授の話によると「数年前にこの学術誌があま

り高価な為と九州大学を含め九州地区にはとの

分野の研究者が少いため一時購読を中止するこ



とも考慮したが、将来のとの学問分野の重要性

を考え、理学部と工学部の折半で購読を続ける

乙とにした。」 「貴方の様に ζ の学術誌を利用

する研究者が居る乙とが分り、今後共購読を続

けたい」と話をされたのが印象的であった。

さて、最後に先に述べた CAのととKついて

一言触れたいと思う。山口大学吉田地区では以

前より理学部化学科 （5年前より教養部及び教

育学部化学系より一部応援あり）が中心となり

C Aを購入して図書館で閲覧に供している。現

在化学関係の文献探索は コンピューター探索が

主となっているが、乙のCA ( 1967年以降〉に

基くものが多い。 ζ のCAは理学部や工学部の

みならず、農学部、薬学部、教育学部、教養部

それに理学部の化学科以外の学科でも利用して

いる人が多い「全国的におよび全世界的lζ）。

ζ のため、特定学部や特定学科が購入費を負担

するのではなく、全学的共通費で購入している

大学も多いと聞いている。

蔵 主目

20才代のとろすべてを読書に賭けようとした

一時期があった。務めの合間を盗んで本屋lζ行

「た。てあたりしだいに本を買い、がむしゃら

に本を読んだ。数年のうちにたまった本は 2千

冊を越えた。そして40数年、今乙れらの本は散

逸してしまってみる影もない。残ったのは何で

もいい、活字をみなければ眠れないという困っ

た習癖だけ。私の恥ずかしく苦い若き日の思い

出である。

その後縁あって図書館員となった。職掌がら

個人蔵書に接する機会iζ恵まれた。そこにはそ

の人の歩んだひめやかな哀感があり、職をまた

研究を語る何かがあった。蔵書は恐ろしいほど

赤裸々にその人を映 しだす。

昭和33年萩在住の老婦人から、息子の本です

がと 150冊余の本を戴いた。令息は山口高商を

卒業して、 満州にわたり戦死したという。満蒙

の本が主だったが、何冊かロシア語の本が混じ

っていた。

県警察本部隣にあった旧家のおばあさんから、

蔵にまだ本が残っている との連絡で、紙屑い「

ぱいの柳行李をもらって帰った。開けてみると

もし CAが大学の共通経費による支出となれ

ば、化学系の学術雑誌の購入増が lリー能となり学

学術雑誌の充実を計る乙とが出来る。さて CA 

Kよるオリジナノレな論文の抄録記載は約半年程

要するが、私の専門分野の有機合成化学や金属

錯体 f触媒反応に関連した〉の分野では Lt己期

間がたったの 2ヶ月で全世界の学術雑誌の関連

論文の内容が分る情報誌がヨーロッパで発行さ

れている。年間購読費が航空便Kよるために約

40万円と高価であるが、日本の化学企業の研究

所では、ほとんど購入していると聞いている。

私も或る企業より回覧してもらっているが、研

究遂行の仁で大変役立っている。 ζ の様なお金

さえ出せば、故新情報が素早く干にλる時代が

乙れ程早く来ようとは数年前までは考えもしな

かった乙とである。乙の様な時代では、情報の

波lζ流され、自分を失う研究者も多いが、乙れ

に溺れることなく、基礎的な地に付いた研究を今後

共続けて行きたいと願ってし唱。 f理学部教授）

の 命 運
升井卓嬬

「しがらみ草紙Jと「めざまし草」が、ほとん

ど揃いででてきた。森鴎外が明治22年におiJ刊し

た文芸評論誌である。同家からは 1856年版の

「ペノレリ遠征J己Jをもらった ζ ともある。山口

図書館には同家からの寄贈書で、特設文庫もつ

くられていた。

江戸時代から明治初期の和漢書は寄贈になる

ものが多い。多く は教科書として使われたもの

である。いつか長府図書館にうかが「た時、 ζ

乙も和装書は寄贈が多いんだなと思ったととが

ある。ある県立高校が改築の時、その前身の私

立のころの蔵書をもらっ た口そのなかに当時の

ベス トセラーの福沢諭吉著「西洋事情」や、 「略

式帳合法」があった。帳合法とは簿記のととで、

まだ簿記の語が訳出されていなかったのである。

元山口大学教授だったK先生の蔵書も、山口

図書館の所蔵となっている。 K先生は福岡でな

くなられたが、蔵書は遺言Kよ寸て先生が ζ ょ

なく愛した山口iζ帰ってきた。 ζ の蔵書をみる

と、 先生の研究歴や職歴が如実に読み取れる口

H知事の蔵書も興味深いものがあ勺た。知事

は若きとろ文学青年に憧れていたというが、そ
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の読書欲には感服させられた。岩波の「国書総

目録」全 8巻まで揃っている。個人でこんな書

目まで集めるとは驚きである。乙のi量蔵書をみ

ると、故知事の業績が一段と輝きを増す。この

知事の高い識見で、山口図書館の新築は実現し

？こ口

山口市内のある小学校長の蔵書も忘れること

ができない。乙のM先生も大変な読書家であっ

た。 先生は生涯を独身で通したが、蔵書はその

学校に遺贈された。と乙ろが学校が改築される

ことになって、乙れも県立図書館に移された。

昭和時代前半の読書家が読んだ本は、すべて乙

の蔵書にあるといってよいほど、思想・芸術・

文学と各般にわたった、水準の高い教養書群で

ある。

つぶよりといえば、元山口中学校教諭であ「

たN先生の）読書は、敢行や鴎外、追遥などの初

版本と、明治期の文芸誌から成る、珠玉の収書

である。元山口中学のあった場所に山口図書館

の新館が建設された ζ とから、傘寿を記念して

山口図書館に贈られた。

私にとって故も強烈なショックは、 V氏の蔵

書を引き受けたときである。V氏は定年退職後、

糖尿病が昂じて、遂に失明された。氏は昭和40

年代てあたりしだいに本を買った。画集や写真

集のような豪華版から、寿司うどんなど料理の

本、乙どもの絵本に至るまで、実に多彩な集書

である。ti，口図書館の新館ができてからは、自

分で本を買うのはやめ図書館の常連利用者とな

った。 V氏は快復の見込みがないまま、三原の

盲老人施設へ移られたが、数年を出でずして他

界された。後で知った乙とだが氏は図書館にく

るたびに、カウンターの若い女性寸書に、注文

が厳しかったという。それは子のないV氏の、

人とのつながりを求めての屈折した表現だった

のである。

故人が丹精乙めて集めた本が、処を得て保存

され、後の人K役立つとは限らない。 「蔵書二

代」という乙とばがあるそうだが、乙の聞の機

微を、あるいは維持の難しさを語る乙とばだろ

うか。

山口大学には、帝国図書館の前身である東京

図書館や教育博物館の旧蔵書がある。乙れは『東

京図書館明治21年報」に、「二部以上ヲ蔵スノレモ

ノノ多キヲ以テ、本年ニ於テ特に高等中学校ノ

望ニ応ジ譲渡シ」とあるように、東京図書館の

重複図書を分けてもらったものである。蔵書の

不足に悩んでいた新設の山口高等中学校は、 20

年10月12日有料払下げを申請し、 12月現物を受

領した。 f西村正守「上野図書館乙ぼれ話下」

日本古書通信第 374号）

帝国図書館は明治 5年創立の書籍館が最初で、

7年に浅草文庫、ついで東京書籍館、東京府書

籍館、 13年に東京図書館、 18年には教育博物館

と合併、 30年iとやっと帝国図書館となった。

乙れと同じ蔵書印のある本が、県立山口図書

館にも伝わっている。山口図書館は10数年後の、

明治36年創立だが、この方はどういう経緯で入

ってきたのかわかっていない。

本がその図書館に収蔵されるまでKは、人の

生涯と同様にさまざまな運命にもてあそばれる。

昔は蔵書印によって、その本の伝来を辿るとと

ができた。その蔵書印の伝統もすたれつつある。

寂しい乙とである。

（人文学部非常勤講師

元山口県立山口図書館長）

貸出回数集計にみるベスト・リーデ、イングス

ドJ己の表は、本館で館外貸出回数の多い資料について、貸出統計処理を利用して集計、出力した

リストをもとに、学習図書、教養図書、雑誌の 3つのジャンノレに分け、貸出回数の上位のものをリ

ストアップしたものです。貸出回数は、平成元年 4月 1日～ 2年 2月13日の期間で、利用者全体に

よるものです。

1. 学習図書 f貸出回数13回以り
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貸回数出 主E主ヨ主 名 等 請求記号

20 経営戦略とマーケティングの新展開／上原征彦著． 1986. 336. 1 U 05 

16 Einfuhrung in die Grundlagen der Quantent国orie/Eugen Fick . 1968. 421. 3 F 415 

16 管理会計講義／溝口一雄編． 1003. 336. 84 K98 

16 群論演習／渡辺哲雄著． 1000. 411. 6 W34 

15 管理会計の基礎／溝口一雄編著.1987. 336. 84 M 21 

15 日本地方地質誌 7 （中園地方） ／ 今村外治他編著． 1984. 455. 1 N 59 

15 蛋白質・酵素の基礎実験法／堀尾武一、山ド仁平編． 1981 . 464. 4 H 80 

14 簿記要説／青柳文司編著． 1980. 336. 91 A 07 

14 山国の神と人 ／松山義雄著 1961. 382.15 M 37' 

14 有機化学上／ D. S. Kemp, F, Vellaccio著． 1982. 437 K 25 

14 日本の地質 7 （中園地方） ． 1007. 455. 1 N 59 

13 マッキンゼー現代の経営戦略／大前研一編著． 1979. 336 0 06 

13 管理会計研究／青木茂男著． 1980. 336.84 A 01 

13 現代管理会計論／吉田弥雄． 1979. 336.84 Y 23 

13 解析概論／高木貞治著． 1983. 413 Tll 

13 統計的方法／スネデ力 、コクラン共著． 1975. 417. 5 S 52 

13 最適化問題の基礎／久志本茂著． 1982. 417.6 K26 

13 固体物理学入門上 ／ C.キッテノレ著． 1978. 428.4 K 47 

2. 教養図書（貸出回数10回以上〉

首長 三Eヨ笠 名 等 請求J己号

20 ノノレウェイの森／村上春樹著． 1987. 913. 6 M 81 

19 うたかた；サンクチュアリ／吉本ばなな著． 1988. 913.6 Y 26 

18 ダンス・ダンス・ダンス／村上春樹著． 913.6 M 81 

15 不思議の国のアリス ／ キャロノレ， L.著、 M.ガードナー注． 1980. 933 C 07 

14 岳物語 ／椎名誠著． 1986. 913.6 S 04 

13 火の烏／手塚治虫著． 1986. 726. 1 T 21 

13 キッチン ／ 吉本ばなな著． 1988. 913.6 Y 26 

13 星の王子さま ／ サン＝テグジュペリ作． 1972. 953 S 04 
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貸回数出 三E笠ヨ 名 等 請求記号

12 遠い海から来たCoo （ク ー）／ 景山民夫著． l飽8. 913.6 K 17 

12 ダイヤモンドダス ト／南木佳士著． 1989. 913.6 N 11 

11 愛と幻想のファシズム／村k龍著． 1987. 913. 6 M 82 

11 熟れてゆく夏／藤堂志津子著． 1988. 913.6 T 03 

10 黄色い髪／干刈あがた著． 1987. 913. 6 H 18 

10 コイ ンロッカー ・べイ ビー ズ ／ 村上龍著． 1980. 913. 6 M 81 

10 大草原の小さな家／ロ ラ・インガノレス・ワイノレダ一作． 1981. 933 W45 

10 モモ ／ミ ヒャエノレ ・エ ンデ作． 1982. 943 E 51 

3. 雑誌「貸出回数22回以上）

貸回数出 号E上ι、 名 貸回数出 回三上じ、 名

167 教職課程 31 経済評論

77 エコ ノミス卜 30 科学朝日

75 QA 27 中央公論

73 Newton 26 サイエ Yス

56 経済セミナ 26 文芸春秋

39 蛋白質核酸酵素 25 教育科学国語教育

39 化学 25 キネマ旬報

39 ASCII 23 山と渓谷

36 世界 23 マイ コン

35 朝日ジャ ーナノレ 22 歴史学研究

アジア諸国統計資料集 一 大型 コレ クシ ョン紹介 ー

本学が大型コ レクシ ョンとして申請していた標記資料は、平成元年度予算で承認され、乙 のたび

購入されました。

乙れは Asia地域28ヶ国及び Pacific地域 9ヶ国の公式統計資料集で、各国の大蔵省、 文部省、

通産省、政府統計局、政府各部会で刊行された資料を収録 してお り、その分野は、金融、経済、政治、

通商、農業、産業、文化、教育とその国を代表する統計集が精選されています。

なお、マイ クロフイッシュ版製作に際してはワシントンの TheJoint -Bank -Fund Library 

の所蔵統計資料が基礎となっています。
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平成元年度全国共同利用図書資料 C大型コレク、ンョン）案内

大学名 三主
εョ 料図 資 名

北海道大

図書館情報大

千 葉 大

東 尽 大

東京学芸大

橋 大

名古屋大

京 都 大

大 阪 大

大阪外大

兵庫教育大

神 戸 大

山 口 大

鳴門教育大

福 岡教育大

J-L vii 大

弘

東

埼

前

佐

宮

北

玉

重

賀

崎

〔外国図書〕

インド立法史

アメリカ図書館学・書誌学基本文献集

初期英語印刷文献集成 STCI

米国議会・委員会刊行物総集成、含索引

フランス教育史コレクション

英国貴族院日誌

言語哲学コレクション

バリ市歴史・地誌関係資料コレクション

デヴィド・ヒューム主要単行本、著作集、研究書コレクション

チエノレク系諸言語コレクション

大

大

大

大

大

大

学校教育学博士論文集

17～19世紀の生命保険理論の歴史

アジア諸国統計資料集

リヒアノレト・ワーグナー；ニーベノレングの指環 4部作全曲総譜初版本

ロシア・ソビエ卜教育史資料集成

卜マス哲学の形成と展開－ 13世紀西欧哲学研究文献集成

〔園内図書〕

東大寺文書

下総佐倉藩堀田家文書

衆議院公報

19缶年農業センサス 農業集落カード

国立国会図書館所蔵明治期産業翻訳書集成

大正新情大蔵経
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［叫せ｜
研究室から山大蔵書の検索ができます

一オンライン蔵書検索、ンステム、サービス開始

今年 1月から、研究室等のパソ コンや端末から附属図書館の蔵書が検索できるようになりました。

検索できるデータベースは、本館、医学部分館、工学部分館 3館の学内総合目録で、本学情報処

理センタ ーのホス ト機一仁にもち、例えば、吉田キャンノマスからは小串、常盤各キャンバスの、あるい

は逆に小串、常盤各キャンノマスからは吉田 キャンバスの蔵書を即座に検索できます。

データの内容は、図：書Kついては、本館の場合、 1987年度以降受入のもの、開架一般図書およ

び書庫内図書の一部の、両分館の場合、 1986年度以降受入のものの書誌情報、雑誌については、上

記 3館の受入雑誌の所蔵情報となっています。

既に、同センターに登録済みの万吐、同センターと Ts S接続を行えば、直ちに検索ができます。

登録されていない方は、利用法について本館参考係までお問い合わせドさい。現在、ノマソ コンをお

持ちの}jは、モデムと通信ソフ ト （PC 98の場合、同セ ンタ一作成のものが準備されています）を

用意すれば、利用可能です。

検索の実際についてま、 「利用の手51」を作成しましたので、参考カウンタ ー （あるいは、両分

館）までご請求くださし可。その他、ど不明の点等は、本館参考係までお問い合わせ ください。

なお、今回開放する検索システム法、試行的lζ運用する暫定版です。近々より使い易いシス テム

を開発し、提供する予定です。

寄贈図書

（本館）

八木 充（人文学部教授〉

古代日本の都 八木充著 l講談社

1桑田 建治郎（人文学部助教授）

新しい国語学佐田智明 〔ほか 〕著 朝倉書店 1988 

川村博忠「教育学部教授）

江戸幕府撰凪絵図の研究 川村博忠著 古今書院 1989 

五島 淑子（教育学部助手）

食べる飲む 日本交通公社 昭和57

塚田 広人（経済学部助教授）

現代資本主義論種瀬茂編 青木書店 1987 寄贈者は執筆者の 1人です。

千葉喜彦「理学部教授）
＇＂‘ 蚊も時計を持っている 千葉喜彦著 さ ・え ・ら・書房 1987 
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見虫時計千葉喜彦・字尾淳子・大島長造・正木進三共著 培風館 昭和55

生物と時間；ジョージア大学便り 千葉喜彦著 東海大学出版会 1982 

生物時計 J.プラディ著千葉喜彦訳 朝倉書店 1979 (Asakura Arnold biology. 

14) 

西村祐二郎（教養部教授〉

西南日本内帯高圧変成帯とテク卜ニクス 西村祐二郎等編 日本地質学会 1989 

渡辺信生（教養部教授）

Goethes Werke. Sanssouci -Ausgabe . 10 Bde . 

坂元 ひろ子（教養部助教授）

仁学謹嗣同著西l願蔵・坂元ひろ子訳注 岩波 1989 

渡辺真治（名誉教授）

フロンティアと黒人自治体の建設渡辺真治 近藤出版社 1989 

日 三士
ロ，Ci、

10月 4日(71<)～ 6日幽 第30田中国四国地区大学図書館研究集会（島根大）

10月20日制 工学部分館図書委員会

10月26日（利～27日（金｝ 平成元年度国立大学図書館協議会中国四国地区協議会係長会（岡山）

11月 9日（利～10日（剣

11月13日目）～14日りd

11月16日（利～17日制

／／ ノ／ ノ／

平成元年度国立大学附属図書館事務部長会議（東京）

第10回大学図書館研究集会（早大）

第 3回国立大学図書館協議会シンポジウム f神戸〉

第25回日本医学図書館協会中国四国部会（島根医大）

12月21日肘 第55回附属図書館運営委員会

第27回本館図書委員会

1月26日制 工学部分館図書委員会

1月29日（月） 医学部分館図書委員会

編集・発行山口大学附属図書館干 753山口市大字吉田 電話（0839)22-6111内線788
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