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サハリ ン一見

1990年 9月サハリンを訪れた。第9回日ソ触

媒セミナーに出席するためである。これは、サ

ハリンで開催される初めての化学の国際会議で

もある。以前は、一般の人はおろか学識者と思

われる人にとってすら、 「触虫某」はあまりなじ

みがない言葉であった。

「ご専門は？」

「触媒ですj

と答えるたびに

「触媒とは、分子と分子が原子の組み替えを

して別の分子になるのを促進するもので、例え

てみれば化学反応の仲人みたいなものである。

有機化学工業において重要かつ不可欠であるが、

そのわりにあまり脚光を浴びず黒子的存在であ

る」といった解説をしたものだった。それでも

納得しない人には、

「あるアラビア人がラクダを17頭残して亡く

なった。遺言には 『長子に二分の一、次子に三

分の一、末の子に九分のーを与える』とあった。

17は2でも、 3でも、また 9でも割り切れな

し） 0

ラクダを切り分けけるわけにもゆかず、困っ

た兄弟は賢者に相談した。賢者は 1頭のラクダ

屋土 亙
日

を貸して、 『これで18頭になる。18頭を遺言ど

おりに分けてご覧。長子は 9頭、次子は 6頭、

末子は二頭もらうことになる。しかし、まだ l

頭残っている。これは私に返してもらう 。Jと

裁きをつけた。この賢者のラクダが触媒である。

西洋では、触媒のことを賢者の石ということが

ある」

と話したこともあった。この話は、戦前に出た

吉岡修一郎「数のユーモア」に載っている。

このごろでは、 「触媒」という言葉を新聞で

もよく見かけるようになったし、見出しになっ

たのをみたこともある。おそらく自動車排ガス

体理触媒の使用により触媒が身近になったこと、

合成繊維を含む多くのプラスチ ック製品が安く

手に入るようになり、それが触媒を利用した石

油化学の進歩発展によることが、人々にわかっ

てきたからであろう D

ところが図書としてみると、触媒に関する本

は「触媒化学」 「触媒工学」 「触媒と反応速度」

「工業触媒J等いくつもあるが、単に「触媒」

というタイトルの単行書はこれまで三つしか発

行されていない。それもひとつは、寺田寅彦の

随筆集であり、ひとつは、船久保英一の小説で



ある。化学の専門書は、もう絶版になった岩波

全書千谷利三のものだけというのも妙な話であ

る。工学部分館にこの専門書はある。

サハリンは、L札幌から空路で直行すれば 1時

間程度である。 Lかし、普通は新潟から行かね

ばならない。われわれ日本代表団一行10名もハ

バロフスク経由でユジノサハリンスク（Yuzhno-

Sakhalinsk）に行った。

新潟空港で機内に入って驚いた。蝿が2匹飛

んでいる。ハバロフスクから来たのだろう。シー

トの塗料もところどころ剥げている。国際線の

航空機にしては、随分とお組末である。搭乗券

に4Cと書いてあったが、 C席がない／ 4Fを

持った人も「まごまご」している。よく席を見

ると、 AB B 「江 E の）｜｜買、つまりロシ 7~音のア

ルフアベット順になっている。つまり、 C席は

B席、 F席はE席なのだ。カウンターで何故搭

乗券にAB B「且 Eと書かないのだろう。機内

アナウンスはロシア語と英語、日本語はなかっ

た。英語のアナウンスも極めて事務的、義務的

に原稿の棒読みをしたみたいであった。

新潟から約 2時間、ハバロフスク空港に着い

た。雨であった。豪雨のときはパスが迎えに来

ると聞いていたが、パスは来ず、乗客達は税関

の建物迄空港内を歩いたO 途中、まわりよりや

や低くなっていて、横に鉄材が積んであるとこ

ろを通った。このときはなんとも思わなかった

が、帰国のときに思いあたった。そのあたりは

雨で、水浸しになっており、鉄材が渡してあった。

まさかこの年で手荷物さげて平均台を歩かさ

れる羽目になるとは…。早く降りた人は幸いに

も建物の中には入れたが、遅く降りた人は雨の

中、外に並ばねばならなかった。やがて入国検

査が始まったQ ひとりひとりの時間は短かった

が、乗客の数が多いのでかなりかかった。とこ

ろが全員の入国検査が終わるまで、税関検査が

始まらない。つまり流れ作業ではなく、回分作

業なのである。これには驚いた。もっとも到着

便数が少ないので、職員を働かせる立場からす

ればこのほうが効率的であろう。税関検査は日

本語ですぐ済んだ。しかし、日本人以外のソ連

人、中国人、朝鮮人と思われる人達はかなりぐ

わしく調べられていたD かつて週刊誌を持ち込

もうとした東大教授が、税関で相当厳しい扱い

を受けた、という話を聞いたことがある。気を

つけてみていたが、週刊誌を持った日本人は見

かけなかった。旅行代理店の指導の賜物かもし

れない。

この日はノ＼ノてロフスクのアムール河畔のホテ

ルに泊まった。

翌朝アムール河畔を散歩した。何人もの釣り

人がいたし、なかには蝶鮫を釣った人もいた。

そのあと街まで歩いたが、途中そっと近づい

てきて、

「キャピヤ？ 00ドル」

と包みをみせる人にあった。売る気らしい。安

いのかも知れないが、帯草の実のごまかしキャ

ピヤかもしれないのでやめた。

ユジノサハリンスクゆきに乗るときは良い天

気であったが、今度はパスがでた。建物から遠

かったからかも知れない。機内の蝿は 8匹に増

えた。

約 2時間で着いた。ユジノサハリンスクは、

以前は豊原、その前にはウラジミロフカ （ウラ

ジミール陸軍少佐に因む）といい、そのまた前

はチョールナヤ・レーチカ村と呼ばれたという。

今年がチェーホフ来島100年にあたるので、

空港にもポスターが貼ってあった。空港には、

フロントガラスにヒピの入ったパスが迎えにき

ていた。ソ連人学者とともに乗車し、南下した。

線ACAXAff純線車

’ 1 ・ L 、L,•

iりリ（）
チェーホフ来島100周年記念ポスター

セミナーがサハリンで開催されたのは、ハノて

ロフスクから近いこともあるが、サハリン北部

のオハ（Okha）に産する石油・天然ガスの有
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効利用が、これからの重要課題であることも、

大きな理由であると聞いた。セミナー会場にあ

てられたのは、ユジノサハリンスクから東南東

30-40kmにあるTunaicha湖畔（もとは富内湖

とよばれていた）のコテッジのひとつである。

この地は以前、共産党幹部連中の保養地だった

そうで、湖畔には10軒程の小屋が建っていた。

小屋には箸草でつくった帯があったが、毎日

管理人が電気掃除機で掃除してくれた。帰国後、

この湖の広さを調べようとしたがなかなか分か

らない。サハリン第 2位ではあるが、世界的に

は大したことはないのであろう。書斎や図書館

の百科事典には載ってない。本棚の奥の昔の本

の小学生全集（昭和 4年発行）をヲ｜っ張りだし

てみたら、 168.2kn1と書いてあった。霞ヶ浦 (l

77. 8kn1）位の広さである。ふる ーい本であるが

役に立った。これだから古本といっても、うか

つにはt舎てられなし＇ o

休憩時間や昼休みには湖畔を散策した。水は

締麗で、岸辺には鉄石英とみられる赤い石もあっ

た。白樺、落葉松、はまなす等がみられ、北海

道の支忽湖のような感じだった。チェーホフが

南サハリンでの鳥頭草（とりかぶと、 Aconi-

tum Napellus）中毒の話を書いているが、湖

のまわりにも沢山の鳥頭草の花が咲いていたし、

会場演壇わきに生けてあった花のなかにも一輪

鳥頭草の花があった。この湖はTimesAtlasで

もわかるように、海とつながっている。しかし、

現地で入手したソ連の地図ではそうはなってい

なかった。湖畔には幌の殻があったが、なめて

みた人の話では「淡水だ」ということだった。

この南に、マリモの生息している小さな湖（日

本名頭場湖）があると、なにかで読んだことが

ある。

今はどうなのだろうか。チェーホフのサハリ

ンの第一印象は「蚊が多い」ことだったが、9

月下旬のためか蚊にはお目にかからなかった。

しかし、蝿は五月蝿かった。

ソj車のひとはサウナが好きな ようだ。湖畔に

サウナ小屋があり入りに行く 。自宅にサウナを

もっている人もいた。私は一度ソ連の団長に誘

われ、入ったのであるが、熱くて我慢できず早々

に退散した。体力的消耗も相当なもので、 2時

間動俸が止まらなかった。こういう経験は一度

で十分である。ソ連の団長が入っているときは、

若いソ連人は来ない。入ってきたのは年配の人

達ばかりである。若い人は遠慮しているという

よりも、むしろ恐れているためらしい。年配の

人達といっても団長よりは若いので、マッサー

ジするなどサービスに努めていた。私と一緒に

入っていたソ連人にはユダヤ教徒はいないよう

だった。 「サウナのあとプールで、泳ぐと気持ち

がよい。もっとも今は気温が低いので、この湖

で泳ぐつもりはないがJ
というソ連の教授もおられた。しかし、後で聞

いたところによると、ソ連の女性のなかには、

サウナのあと湖で泳いだひともいたという 。と

にかくすごいイ本力である。

セミナーの合問、ユジノサハリンスク市内見

物もした。ユジノサハリンスク駅前広場にはレー

ニン像が健在であった。締麗な花の植えられた

花壇があちこちにあるが、街並みの印象を一言

でいえば「灰色」である。殆どのソ連の参加者

にとってサハリンは初めてであり、島都見物は

興味深かったようだ。市内にはチェーホフ来島

100年の横断幕があった。まず、博物館に行った。

ここはサハリンが日本領のときも博物館だっ

たところだ。前庭にはなんと日露戦争のときの

大砲が置いてあった。片岡男爵寄贈のものであ

る。

博物館に署名簿があったので、繰ってみると、

最近かなり多くの日本人がここを訪れているこ

とがわかったD 博物館には、新石器時代の石器、

アイヌ、オロッコ、ギリヤーク等の先住民族の

生活用品、生産物、生活様式の写真、サハリン

チェーホフ初版本「サハリン島」

（岩波文庫にあり）

-3-



の地理・歴史に関する写真、パネル等が展示さ

れていた。赤いヤジリもあった。鉄石英製かも

しれない。しかし、日本領時代のことはあまり

展示されていなかった。チェーホフの写真やサ

ハリン島（OCTPOBcaxaJIHH）の初版本

が大切に陳列されていた。

「チェーホフを知っているか？ J 
とソ連人に聞かれたので

「チェーホフは日本でも著名な作家であるが、

医師でもある」

と答えたが、もう少し日本のチェーホフの人気

について話すべきだったのかもしれない。

博物館見学後、パスはコミュニスト通り （旧

神社通り）を抜け、旧神社一ーもちろん今は神

社はなく、変わりのものがある一一一のわきから

裏山（旧神社山）に登った。昔全日本の大会を

行なったスキーのシャンツェがあり、今も使用

しているそうである。ここから市内が一望でき

る。ここで写真を撮ったり、付近をぶらついた

りした。再び市内に戻り中心街レーニ ン通りで

自由行動となった。道路は広く、整然としてい

た。札幌を模したからという。 8軒程店に入っ

てみたが、品物はあまりなく、行列があったD

魚屋にも入ったが、なま物はなく、缶詰、冷

凍品、爆製が並んでいた。ユジノサハリンスク

在住のソ連の教授は、 「システムが悪い。特に

流通機構が問題だ」

と言っていた。

「南サハリンがロシヤ領に帰してから、漁業が

衰退期に移った」

とチェーホフは書いている。

当時の漁業基地にホルムスク （真岡）があっ

た。真岡というと、電話局の9人の殉職乙女の

話が思い出され、心が痛むのを禁じえない。以

前女学校の教科書に、ロシアがポーランドに攻

めいったとき、電話交換嬢が最後まで頑張り殉

職した話が載っていたと母に聞いたことがある。

彼女達もその教科書で勉強したのかもしれない。

チェーホフ山（鈴谷岳）を左にみながら湖畔

の宿に向かった。日本領時代の地図には鈴谷岳

1,021mとあるが、くだんのソ連の地図には、

4 e x o 6 a 1,047 mとなっている。 どちらカf

正しいのだろうか。途中にみかけた高圧線の碍

子にはガラスが使ってあった。強度的にはどう

なのであろうか。電柱は木で、遠目にも枝の切

り跡がわかった。地中部分をコンクリートにし

て途中で木とつないだものもあったが、そのコ

ンクリート部分は四角柱状であった。蛇よけ装

置はみられなかった。電話線はケーブルではな

く、電線が10本程並んでいるものだった。これ

でFA Xはうま く手家｛動するのだろうか。

途中オホーツク （Okhotskoe）村 （富内）の

海岸に寄った。

海岸より少しヲ｜っ込んだところに小屋のよう

な家が並んでいた口寒村である。白j頼轟南極探

検隊の一員にこの付近の出身者がいた筈である

が、当時はどんなだったのであろうか。波打ち

際でうちあげられた見布を拾っていたら、

「サラダをつ くるのか？」

とソ連人に声を掛けられた。意外な言葉に

「これはサラダにはしない。乾t呆してスープの

だしにする」

と答えた。見布はロシア語で、 M OPC.K a兄

（海の）KanycTa （キャ ベツ） だから、

当然の発想だったのかもしれない白岩波ロシヤ

語辞典 （昭和36年） には、 MOPCK  a兄

KanycT aを「わかめ」としてあるが、改

訂版では「見布Jになっている。

セミナーで、参ったことは停電である。停電し

てしばらくすると、ものすごい音と共に自家発

電装置が働き出しやがて電気がつ く。 それまで

しばしば講演は中止である。電力が不足すると、

まずリゾート地区から切るからだそうだ。政策

的には一つのありかたであろう 。しかし、講師

には悪いが、折角準備した講演も聴衆にとって

は気のt友けたビールである口

今度のセミナーでサハリンをみたことは大き

な収穫であった。そして何故か昭和25年頃の日

本が思い出されたことであった。

（工学部分館長、工学部教授）
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平成 2年度山口大学附属図書館研修会の開催

この研修会は、図書館業務に従事する本学及

び山口県の大学図書館等の職員に対し、資質の

向上を図る目的で毎年 1回催している。

今回は右記のとおりで開催し、 41名の出席が

あった。

記

日時平成 3年 2月l日（金） 10時～16時

場所 山口大学附属図書館演習室

講師東京大学医学部助教授桜井恒太郎

演題 図書館とニューメディア

「図書館とニューメディァ」の講演を聞いて

今日、 「情報」という言葉が新聞やテレビに

氾濫し、日 ・耳に入ってこない日はありません。

ワープロ・パソコン・オフコンと周囲のOA機

器にも、機械に弱い年代は、時代に取り残され

そうな圧迫感を受けます。

今回、職員研修会で、桜井恒太郎先生の講演

を聞く機会を得ました。医療の進歩には、 「情

報」の質・量と共に、 「情報」の提供手段の発

達が不可欠な要素である事。医療はサービス業

である事が中心テーマでした。医療の分野に全

く不案内で、聞き慣れないデータベース名、機

器名にとまどいましたが、感想、を述べてみます。

医学情報提供の第一は患者を院内へ導く患者

案内システム。第二のカルテをコンピュータで

管理する電子カルテシステム。第三の検査結果

を画像により正確に知らせる画像管理システムO

第四の診断を下し治療方針決定時の参考とす

る文献・最新情報を CD-RO M検索や囲内・

外のデータベースに直接アクセスし入手・提供

する意志決定支援システム。これらシステムの

機能を運用するプログラムが誰にでも操作でき

ること。CT・MR A ・超音波画像等医療機器

の普及。単独の医療機関だけでなく、地域内・

国内に拡大したネットワークを構築する。この

ような条件が整えば、患者は新しい情報・新し

い処置 ・処方で、従来のような時間的ロスも少

なく、適確で、便利なサービスを受けられると

いうことでした。

これからの医療の未来像では、ハイテク機器

の開発・普及（例えば画像が動くテレビ電話等）

により患者は在宅サービスが受けられる時代が

来るかもしれません。 「機械」と 「情報」が中

心となる様相さえ伺えます。 「機械の効率を一

層上げる為の手段のーっとして、医療面での国

民総背番号制も考えられる。」ということでし

た。個人のプライパシ一保護など人間中心に考

える必要があります。ハイテク時代の機械と人

間の調和はとても興味をヲ｜く事柄です。

大学図書館は、サービス業であるという根本

理念は医療と全く同じです。わが図書館では、

コンピュータが業務の流れを変え、この数年間

に「情報管理課」 「情報サービス課」と名称も

変更しました。従来の図書・雑誌資料に加えて

電子ブック・ CD・ビデオ等の新形態の資料を

利用者に、適正・良質なものを提供する為に、

図書館の利用案内システム、利用者の IDを管

理する利用者情報管理システム、カード検索か

ら端末機の画像に代わった図書・雑誌検索シス

テム、データを瞬時に受け取るファックスやオ

ンライン、安価なCD-RO M検索等の研究支

援システム、様々のシステムを効率よく操作す

るプログラム開発、目的に適合した新しい機器

の導入、データベースの選択が、今後の課題と

なることも医療の世界と同様です口

機械は迅速・正確が第一の長所ですが、それ

だけで本当のサービスといえるでしょうか？

今後ハイテク時代を反映し、機器・ソフトは

安価で高性能なものがメーカーから提供される

でしょう 。その各種ニューメディアを使用して

得た専門的知識と社会全体のネットワ ーク機構

は、学問の進歩と社会の有益な発展をもたらし

ます。

その導入効果を図る為に、利用者を機械に適

合させる必要もあります。その教育を図書館は

どこまでできるか、責任をもつべきか？

また「使いよいプログラム作成は、導入前の

業務の正確な評価と分析、明確な目的がなくて

はならない。保守や手直しが簡単である事が必
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要である」と言われましたが、当館のこれまで

の軌跡からみても全く同感です。当館の現状は、

保守・手直しの面では、かなりよい状態だとい

えますが、やはり次世代の機械化に備えて常に

職員の教育・育成・確保が必須の事項となります。

このようにユーザー教育についても、医療分

野と共通した今後の問題点であるといえます。

前述した医療面での人と機械の立場と同じく、

図書館に於いても機械と人の調和のとれた進歩

が、より効果的なサービスにつながると思いま

すので、閲覧係のカウンターで学生・研究者に

直接関わる者として、機械によって提供できる

最新のサービスは言うに及ばず、人手による心

からのサービスに勤めたいと、改めて考えた次

第です。

（閲覧係河本香代子）

これからの図書館のありかた

一図書館職員研修会から一

「図書館はパイオニアであってほしし、より

アカデミックであってほしい。」附属図書館で

の研修会を終えて帰る車中、講師の言われたこ

の言葉が何度も頭の中を去来した口

今年度の図書館職員研修会は、講師の桜井先

生が医学部の方であり、また医療情報部に籍を

おいていらっしゃる事から、その内容も医学に

関連したものであったため、医学図書館職員と

して、とてもストレートに伝わった。

昨今のニューメディアの著しい進展により、

われわれ図書館の業務の仕方が大きく変わった

のは言うまでもない事である。

情報の媒体として様々のニューメディアが出

現したため、ユーザーの求めるより良い情報を

提供するためには、より適切なメディアを用意

しなければならな くなってきた。

当然、機器による情報の検索という技術も必

要となるが、図書館職員でなくとも検索技術を

習得すれば、ユーザーが直接望む情報を得られ

るという事から、図書館職員不要論などという

言葉さえささやかれていた。

決してそんな事はありえないと否定しながら

も、では、これからの図書館はどうしたら良い

のだろうか、どう進めば良いのだろうかという

疑問が頭を離れなかった。しかし、この度の講

習会で何か確かな方向を示していただいたよう

な気がする。

今の医学生が卒業するまでに習得する全情報

量はCD-ROM l枚に収まるとの話を伺い、

なんだか寂しいような気がする一方、ニュー メ

ディアのすごさを感じる。

臨床でも電子カルテ、病名診断の意志決定、

画像管理等に様々のニューメディアを駆使して

行くという方向へ進んでいるという 。

「従来の医学教育は記憶による教育であった、

しかし、これからは知識を生涯習得し続けるた

めの方法の教育であるべきだjとのお話で、そ

のためにこれからの学生は、より良い情報を得

るための方法、手段を学ばなければならない。

今後の医学図書館としては、その様な教育を

受ける、または受けたユーザーを支援し、また

ユーザーのニーズに答えていかなければならない。

当図書館では、 IndexMedicus, Excerpta 

Medica, Current Contentsのオフライン機械

検索装置を設置し、ユーザーが自分で情報の検

索ができるようになっている。しかし、そのた

めに、われわれ図書館職員も一足さきに検索技

術を身につけ、ユーザーに対して指導・助言が

できるように努力している。

現在、大学病院サイドには医療情報部があり、

病院内の医療情報（カルテ、薬事｜育、検査情報

等）とこれに伴って必要な学術的情報をコント

ロールする事を目指すとともに、他大学附属病

院とのネットワーク化も進んでいるという 。

しかし、やはりアカデミックな立場での、情

報の管理、提供は図書館の使命であり、図書館

は、 「パイオニアであり、アカデミックである

べき」なんだと確信した。

ある大学付属病院では、同一病院内の複数個

所にIMのCD-ROMを購入してしまったとしEう。

現在、 CD-RO Mのキャンパスネットワー

クも可能となりつつあり、近い将来には、現在

行っている雑誌の集中管理に加えて、 CD-R 

0 M等のニューメディアの集中管理などという

事も考えなければならなくなるだろう 。

（医学部分館閲覧係吉野君子）
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図書館ライブ② 図書の発注から納品まで

本誌Vo1. 9. No. 3 ( 19 8 8. 1 0）に、 「利用者

へ図書が届くまでJとして整理係長が整理日数

などを報告しましたが、今回は、図書の流通ルー

トに関し、発注から納品までの問題点などにつ

いて報告します。

利用者の皆さんが「図書購入請求票」を図書

館に出されてから、図書館に図書が到着するま

での流れ、およびそれに要する日数を調べました。

まず、業務の流れとしまして、提出された

「図書購入請求票jにより、① 既に、その図

書が図書館（研究室）に入っていないか、また

は、継続注文中の一部ではないかなど調査をし

ます。② 図書の出版社により注文先書店を決

め照会します。 （これは出版社により取り次ぎ

ルートが決まっている場合があるため）③ 注

文後一定期間経過し未納入の場合、また、継続

出版物については配本回により、欠けた場合督

促します。④ 絶版などの場合は、その旨を請

求者に連絡します。

これらに要する日数を、 1989年 5～ 7月に納

品された約5,000冊の内調査可能な図書につい

て、書店毎に和書・洋書について調べました。

和書については書店に発注後、即納から 3ヶ

月以上まであり、全体の 6割程度が約 3週間、

2割程度が 1ヶ月かかります。洋書については、

囲内在庫は和書と変わりませんが、国外に発注

する場合 3ヶ月は必要となります。

この期間を短くする方法として様々な調査を

しましたところ、和書の流通経路について現在

囲内では、地元の書店に注文した図書は、取次

ぎのA取次店またはB取次店を経由し出版社に

届き、取次→書店を通じ納品されます。そこで、

地元のA害店はA取次店、 B書店はB取次店と

取次が決められておりますので、その違いをみ

たところ、書店の事情にも影響されると思われ

ますが、同日に同じ図書を別々に書店に注文

「 資料展」

定期的に本学所蔵の稀観本の展示を行ってい

した結果、ある書店に注文した方が他の書店に

注文したものより、 3～4日早く納品されるよ

うな傾向が数件見受けられました。

この原因の一つには、取次内部の作業行程及

び出版社からの品集めの問題、また、地元書店

の内部事情によるものと思われます。つぎに、

発行時期と注文時期については、新刊本につい

ては、すべての図書ではないが、ある程度は地

元書店に新刊委託として 3カ月、また、出版社

によっては常備委託として書店の棚に出ていま

す。この間に発注した図書は書店で現物確認し

たことを伝えれば即納されます。その他、様々

なことも少しずつ判明しました。

この調査をしてみて、発注から納品までの日

数を短くするために種々の条件のもとで、改善

可能なところを探っているところです。また、

利用者の皆さんにもできれば次のことが「図書

購入請求票Jに記入してあれば、早く納品でき

る場合もあります。

① 請求された図書について、書店に在庫が

あればその書店名

② カタログなどに IS BN （国際標準図書

番号）が付いていた場合はその番号

③ カタログなどから請求された場合は、そ

のカタログ名および番号など

また、年度末購入請求が集中するため年度内

の納品が不可能になったり、納品が多くなるた

め、その後の作業に停滞が生じ利用までに時間

がかかりますD これらを避けるためにも早めに

図書購入の手続きをされますようお願いします。

受入係としても、現在の出版流通および今後

変わるであろう流通ルート、また、業務を見直

し改善に取り組みスピードアップを計ることを

目標に努力しているところです。

（本館受入係長井関章）

るが、今回は次のものについて展示会を行った。 期 間 平成 2年10月15日（月）～11月17日比）

展示資料本学所蔵古版本にみる「歌書の世界」 場 所附属図書館（本館）玄関ホール
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旧山口高等商業学校蔵書に1600年代出版の日

本の古書が60点余りある。その中から今回は

「歌書」の一部を展示した。これらは「和歌文

学辞典」を見ると初版本であり、 「国書総目録J
を見ると所蔵館は少ない。内容については、現

代活字になったもので充分理解し親しむことが

できるが、原本を味わう楽しさも知っていただ

くためにも、今回の展示を計画した。なお、古

活字版と整版の見分け方は、濃い字の前後左右

に淡い字が見られる （原始的植字印刷の特徴）

ことにより判別することができるので、関心の

ある方は閲覧カウンターに申し出て閲覧して下さ

¥,,)0 

〔退職〕 (3. 1. 31) 

田 村 ゅう子（情報サービス課閲覧係）

〔採用〕 (3. 2. 1) 

熊 丸 和美 （情報サービス課閲覧係）

｜日誌｜

1 二十一代集正保4年（1647)

吉田四郎右衛門尉板 56冊

古今集、後撰集、拾遺集、金葉集、後

拾遺集、調華集、千載集、新古今集、

新勅撰集、続後撰集、続古今集、続拾

遺集、新後撰集、玉葉集、続千載集、

続後拾遺集、風雅集、新千載集、新拾

遺集、新続古今集

2 類字名所和歌集 目録第1-7 里村昌琢撰

元和 3年 （1617) 古活字版 8冊

3 古今類句いーす山本春三編寛文 6年

(1666) 升屋彦右衛門板 25冊

4 夫木和歌抄 目録巻 1-36 藤原長清撰

寛文 5年 (1665) 野田庄右衛門板 37冊

｜来館者｜

10月5日 山口県立華陵高等学校PT A、

教職員

10月24日 大阪大学附属図書館 l名
,,,, 東京大学附属図書館 2名

11月20日 東京外国語大学附属図書館

l名

11月21日 千葉大学附属図書館 1名

12月18日 京都大学附属図書館 l名

10月15日（月）～11月17日 （土）資料展：本学所蔵古版本にみる「歌書の世界J
10月19日－（金）国立大学図書館協議会理事会（東北大学）

10月25日 （木）～26日 f金）平成 2年度国立大学図書館協議会中国・四国地区係長会 （島根大

学）

10月31日（水）～11月l日（木）第31回中国・四国地区大学図書館研究集会 （徳島大学）

11月1日 （水）第 4回国立大学図書館協議会シンポジウム（京都大学）

11月8日 （木）～ 9日 （金）第26回日本医学図書館協会中国四国部会 （松山）

11月28日（金）～29日 （土）第11回大学図書館研究集会（筑波大学）

1月24日（木）第57回附属図書館運営委員会

第29回本館図書委員会

1月29日（火）工学部分館図書 ・研究報告委員会

2月1日（金）平成 2年度附属図書館職員研修会：図書館とニューメディア

講師東京大学医学部

助教授桜井恒太郎

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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