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情報化時代と附属図書館の役割

図書館の役割は時代と

共に変わって来る。この

10年間、大学図書館の整

備の中で最重要課題の一

つは情報処理能力の向上

と、その有効な利用の促

進である。情報の電算化

はすべての知的情報の包

括的・徹底的なシステム

化を目指して激し く進められている。

自然科学の領域においては、情報の内容をキー

ワードとして整理・分類することが比較的に容

易であり、表題のみならず、いまだ完全とはい

えないまでも、その内容までも整理され、情報

化されている。人文科学の領域においては、そ

の情報のキーワード化が困難なために、情報の

内容の電算化は制限され、単に表題の整理に止

まっている感がある。学問の領域を越え、個人

の思想、あるいは政治問題になると、情報の電

算化は更に困難になろう 。コンピューターによ

る人生相談とか、血液型による相性診断とかは

単なる話題の楽しみであって、科学知識の情報

竹尾和典

化とは無縁であろう 口

米国においては政治的・外交的な決断がなさ

れる時に、コンピューターが大きな役割を演じ

ていると言われているが、すでに二千年前に

Caeserは政治的決断の際にCiceroの示す数多く

の情報の中から一つを選んで実行したと伝えら

れている。Ciceroは当時の最も博識な知識人で

あって、百余に及ぶ神の定義を列挙したと伝え

られている。知的情報の重要さを示す一例では

あるが、無数の情報の中から一つを選ぶこの方

が重要であって、それ故に、 CaeserがCiceroよ

り知性の高い指導者と言える。すなわち、大統

領であれ、 Caeserで、あれ、すぐれた個人の決断

は情報を越えた知性の発露であるからである。

必然性に基づいて発展すると考えられている

自然科学においては、その発展のために情報の

整理が決定的な要因となるが、それでも情報が

すべてではない。自然科学の重要な発見は優れ

た科学者の独創的な着想に基づいている。学問

の将来的展望は情報の整備と、その延長線上に

あるのではな く、むしろ既存の情報と無縁の、

あるいは、情報を越えた知性の結実によってい



ると言った方が事実に近いD 優れた科学者のエツ

ポクメイキングな発見が科学の将来を決めるの

であって、大型コンピューターを駆使した現状

の分析によっも、科学の発展を予見することは

不可能である。それ故に、自然科学の進歩・発

展のためには科学情報のみならず、優れた科学

者の思想そのものを知ることが重要であろう 。

それは電算化され得ない知識であって、少なく

ともそれらの科学者の著作を精読してはじめて

了解されるものであろう 。

人文科学の分野においても著作リストの電算

化など、情報の整備・充実は急眉の問題である

が、その発展は自由な知性に基づいた個人の創

造力によるものである。したがって、それらの

人達の著作そのものが知的情報であろう。今日

では、聖書、辞典、著名な著作などの全文を

CD-ROM化し、必要な事項の検索ができるよ

うになってきているが、思想の自由に基づいて

展開される人文科学の場合には著作そのものが

より重要であろう 。

情報化・電算化の時代にあって、大学附属図

書館の役割は自然科学、人文科学の分野を問わ

ず、情報検索の効率化、情報ネ ットワークの完

備への努力とともに、優れた著書 ・学術論文の

収集完備に努力することである。 ドイツ観念論

を研究する場合にはドイツ観念論に関する著作

を網羅した蔵書が整備されていることが必須で

あることは論を待たない。本附属図書館におい

ても情報検索システムは館員全員の努力によっ

て着々と充実してきているが、学術図書の購入

整備は固定され制限された予算の故に、教官・

学生の期待に充分に応じえないのが現状である。

（附属図書館長、医学部教授）

知識 情報の宝庫

時間が早 くて、あっという聞に山口大学での

生活も 2年半経ってしまった。この問、私は図

書館と友達のように、よ くつきあった。

どこの国、どこの大学にも図書館のないこと

は考えられないほど、図書館は重要な役割を占

めている。普通、図書館は知識を身につけるた

めに、本や資料などを提供してくれるところで

ある。古代から現代まで文字で記録された歴史、

哲学、天文地理、科学技術等各分野の文献の収

蔵場所である。そういう意味で、図書館は知識

の宝庫とも言われる所以である。一方、近代化、

現代化の実現にともなって、知識の必要はます

ます重要となり、今や高度な知識が要求される

社会になってきた。従って、図書館では、単に

知識を身につけるための資料の提供のみならず、

情報の提供へ進められなければならないのであ

る。なぜなら九高い技術の研究と開発によって、

科学技術の急速な発展、市場の変化などが実に

めまぐるしくなってきた。単なる知識だけでは、

もはや不十分で、情報の獲得がどれほど速くで

きるかどうかによって、人に先んずることがで

きるかどうかがきまるのだと思う 。それで、図

書館は、情報の収集、処理、提供、紹介などの

システムが必要になってきている。図書館を現

代の視点で評価する場合、ただ、本や資料の収

蔵量によるだけではな くて、その図書館にどれ

ほどの情報が集められているかを考えなければ

ならないのである。こういう時代に育ってきた

私たちは、大学の勉強に関する分野だけに興味

をもち、本を読んでいるのではな くて、もっと

広い範囲に目を向けなければならない。世界を

知りたい、宇宙を知りたい、社会についても、

人類についても、先端的なもの、大衆的なもの

を知りたい。国際化が進んでい く今日の社会で、

国際的な知識、情報が必要だと思う 。例えば、

私は日本にきて、日本の歴史や文化などを勉強

してきたカ又そのほか、アメリカやフランスな

どの国々のことも勉強したい。現代の世界では、

国と国との聞は、単なる独立した関係ではなく

て、緊密な相互関係がより強 く要求されるよう

になってきているからである。特に経済的相互

依存関係によって、政治、文化、芸術などの方

面でも、互いに影響を与えあっているからであ

る。このような国際化時代に向かつて、図書館

はただ知識の宝庫ではなくて、ますます情報の

宝庫にもなっていくと思うのである。

山口大学大学院人文科学研究科

2年生（平成 2年度）

戴 暁芙

（現在は山口銀行にてご活躍中）

- 2-



医学、生物学関係データベースのオフライン検索について

医学部分館では、 一階閲覧室に、 IBM ( 1 

台）、 NEC ( 2台）のパソコンを設置し、

CD-ROM、フロ ッビーディスクによるデータ

ベースの検索が行えます。

オフライン検索の特徴として、利用者は無料

で、使用時間を気にすることなく、利用者自身

が目的に応じた自由な検索をすることができま

す。

検索結果は、プリントアウトすることもでき、

利用者のフロ ッピーディスクにデータをダウン

ロードして、自分のパソコンで使用することも

可能です。

遡及検索も、特にMEDLINEではCDチェン

ジャー（ 6枚がセット）を差し替えることによ っ

て、 1966年までさかのぼることができます。

検索の基本的なこととして、次のような点に

注意して下さい。

①データベースの特徴を知る。

②機械操作を覚える。

③検索システムを理解する。

④主題概念を表す適切な検索語を選ぶ。

利用に際しては、操作マニュアルも備えつけ

てありますが、分からない場合は、係員におた

ずね下さい。

データベースにはデータ更新の早い順に次の

①－③のものがあ り、それに対応する冊子体も

所蔵しています。

①データベース名： CURRENTCONTENTS 

on DICKETTE -Life Sci-

ence-(ISI社製）

主 題 ：生物科学関係

データ更新頻度：週 l回

概 要 ：収録誌数約1200タイトルの

対応冊子体

雑誌目次の速報で、週間単

イ立にデータがフロ ッピーで

納品されるので、最新の情

報である。 （抄録なし）

: CURRENT CONTENTS 

-Life Science-

②データベース名： MEDLINE(Silver Platt-

er社製 CD-ROM)

主 題 ：医学、薬学、歯学、看護学

関係

データ更新頻度：月 l回

データ収録年 : 1966年より

データ作成機関 ：NationalLibrary of 

概要

対応冊子体

Medicine （米国国立医学

図書館）

：収録誌数約3900誌、年間収

録件数約30万件で、検索の

特徴はThesaurus機能をも

ち、統制された言葉（約 l

万5千語）で文献に索引付

けがしてあり、それを用い

ると自由語の検索に比べ効

率が優れます（抄録有り） 。

: Index Medicus Index to 

Dental Literature Inter-

national Nursing Index. 

③データベース名： EMBASE(Silver Platter 

社製 CD-ROM)

主 題 ：医学、生化学、薬学関係

データ更新頻度：年 2回

データ収録年 : 1984年より

データ作成機関： ExcerptaMedica Foun-

概要

対応冊子体

dation干土

：収録誌数約3500誌、年間収

録件数約38万件で、医学、

生化学、生物学のほか、毒

物、環境、健康、保健など

も含み、医薬品の商品名製

造会社などからも検索でき

ます （抄録有 り）。

: Excerpta Medica. All 

Section. 

（医学部分館整理係長上田照賀）
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平成 2年度全国共同利用図書資料（大型コレクション）案内

大学名 名

北海道大学

福島大学

東京医科歯科大学

横浜国立大学

新潟大学

長岡技術科学大学

山梨大学

静岡大学

滋賀大学

京都大学

和歌山大学

宮崎大学

鹿児島大学

宮城教育大学

金沢大学

信州大学

大阪大学

神戸大学

九州大学

図書

〔外国図書〕

ゲルマン法史及び中世史関連コレクション

資 叶ル
l

d
，ぺ，

帝政ロシア及び現代ソビエト社会・経済研究

人間の神秘と探究の図譜

新大陸関係地形図集

アメリカ文化シリーズ

レオナルド・ダ・ヴインチ コピ イチェ アトランテコト手稿

スピノザの作品と影響多領域に亘る稀観書

近現代ドイツ産業・経済統計資料集

米国文化研究基本文献集成

西アフリカの歴史と民族コレクション

イギリス教育コレクション

イギリス教育史コレクション

タイムズ版幕末期から明治初期日本関係記事

〔国内図書〕

江戸期仙台版往来物コレクション

本邦商議会議所資料

占領軍検閲雑誌目録解題等

黒田重太郎文庫

古辞書集成

近世木活字本コレクション
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学術情報センターの新しいデータベース案内

学術情報センターは、自然科学から人文科学、社会科学にわたる全ての分野の学術情報をデータ

ベースにより提供することを目指していますが、平成 3年度中に新たに下記の 6つのデータベース

の情報検索サービスを開始します。

これに伴い附属図書館本館が行っている代行検索サービスにおいても検索が可能ですからご利用

下さい。

データベース名

学会発表データベース第三系

（建築・土木・造園関連）

学会発表データベース第四系

（生物学・農学関連）

学会発表データベース第五系

（理学関連）

学会発表データベース第六系

（工学関連）

学会発表データベース第七系

（医学関連）

学会発表データベース第八系

（人文・社会科学関連）

コいきロ

参加学会

日本建築学会、日本造園学会、

土木学会

日本植物生理学会、日本見虫

学会、日本応用動物見虫学会

日本岩石鉱物鉱床学会、

日本鉱物学会

関西造船協会、日本造船学会

日本歯科理工学会、日本ペイ

ンクリニ ック学会

日本西洋古典学会、日本生涯

教育学会

なお、既存のサービス・データ一覧は参考係にあります。

- 5-

備 考

3月から

サービス中

3月から

サービス中

準備中

準備中

3月から

サービス中

準備中



平成 3年度附属図書館関係各種委員会委員名簿

く〉 運営委員会

。竹尾和典 （館長）

高橋 皐 （医学部分館長）

土屋 菅 （工学部分館長）

柴 田 勝二（人文学部）

井上三朗 （人文学部）

伊東 斌 （教育学部）

重岡 徹 （教育学部）

瀧口 治 （経済学部）

中田 範夫 （経済学部）

小宮克弘（理学部）

君波和雄 （理学部）

福本哲夫 （医学部）

中 川 浩 二 （工学部）

鹿江雅光 （農学部）

平尾重太郎 （農学部）

小杉健三 （教養部）

谷口 仁 （教養部）

森松光紀 （附属病院）

。印は委員長

河野庸二 （医療技術短期大学部）

く〉 本館図書委員会

。竹尾和典 （館長）

津谷昭次 （人文学部）

富平 美波 （人文学部）

伊東 斌（教育学部）

工刀万 俊雄 （教育学部）

「資料展」

（平成 3年6月1日現在）

瀧口 治 （経済学部）

中田範夫 （経済学部）

原純一郎 （理学部）

内藤博夫 （理学部）

鹿江雅光 （農学部）

平尾重太郎 （農学部）

光岡征夫 （教養部）

西口 毅（教養部）

辻 武夫 （事務部長）

く〉 医学部分館図書委員会

。高橋 事 （分館長）

福本 哲夫 （基礎）

森松光紀 （臨床）

佐田英明 （基礎・助講）

小田裕胤 （臨床・助講）

河野庸二 （医療短大）

く〉 工学部分館図書 ・研究報告委員会

。土屋 菅 （分館長）

大崎修平 （機械）

松崎浩司 （応イヒ）

中川 浩二 （社会建設）

佐藤泰司 （電気電子）

古賀和利 （知能情報）

池田 功 （機能材料）

岡田真理 （共通）

定期的に本学所蔵の資料の展示を行っているが、今回は次のものについて展示を行った。

戦後学術雑誌にみる「創復刊の辞」

場所：附属図書館（本館）玄関ホール

期間： 1991年4月22日（月）～ 6月15日（土）

言論・出版・集会・結社等臨時取締法が昭和16年12月21日に施行され、昭和20年9月26日に廃止
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された。戦時における安寧保持のため新聞・雑誌はきびしく規制され、軍部からの出版物への介入

と平行して出版用紙割当、出版編集者の登録、適正誌数の発表等により、昭和18年、 19年に廃刊と

なった新聞、雑誌は 1万3千点を超えると言われている。また、終戦時における雑誌の発行誌数は

約 2百種とされているが、その多くは空襲や用紙難のために 4カ月から 1年の休刊や遅刊を余儀無

くされていた。

戦後出版統制がとかれ、焦土のなかから復興へ向けて立ち上がっていく新生日本の息吹と文化を、

雑誌の復刊号や創刊号の挨拶の中から見つめた。

1. 科学 第15巻第 1号

2. 思想 第268号

3.文 学 第13巻第 1号

4.改 造 第27巻第 1号

5. 中央公論 第61年第 1号

6. 農業朝日 創刊号

7. 世界 創刊号

8.展望 創刊号

9. 人間 創刊号

10. 中国文学 第93号

11. 新中国 創刊号

12. 哲学季刊 創刊号

13. 科学と重芸術 創刊号

14. リーダース・ダイジェスト

参考文献

（昭和20年9月）

（昭和20年9月）

（昭和20年10月）

（昭和21年 1月）

（昭和21年 1月）

（昭和21年 1月）

（昭和21年 1月）

（昭和21年 1月）

（昭和21年 1月）

（昭和21年 3月）

（昭和21年 3月）

（昭和21年4月）

（昭和21年 4月）

創刊号 （昭和21年 6月）

岩波書店

岩波書店

岩波書店

改造社

中央公論社

朝日新聞社

岩波書店

筑摩書房

鎌倉文庫

生活社

実業之日本社

秋田屋

日本科学芸術協会

リーダース・ダイジェスト日本支社

「新版戦後雑誌発掘」福島鋳郎著洋泉社、 1985（開架051Fl2) 

「日本出版販売史J橋本求著講談社、 1964（書庫023.1 H26) 

「日本出版百年史年表J 日本書籍出版協会、 1968（参考023.1 N59) 

（陳列ケースに展示した雑誌の一部分）
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｜寄贈図書｜

（本館）

入谷仙介（人文学部教授）

唐詩の世界入谷仙介 筑摩書房 1990

佐々木衡（人文学部助教授）

中国の家・村・神々：近代華北農村社会論路遁佐々木衛編 東方書店 1990

川村博忠（教育学部教授）

国絵図川村博忠著 日本歴史学会編集 吉川弘文館平成 2 （日本歴史叢書44)

綴瀬 厚（教養部助教授）

現代史と国家秘密法藤原彰雨宮昭一編 未来社 1985

東郷元帥は何をしたか前田哲男綴織厚著 高文研 1989

総力戦体制研究綴織厚著 三一書房 1981

近代日本の政軍関係綴織厚著 大学教育社昭和62

沖縄戦：国土が戦場になったとき 藤原彰編著 青木書店 1989

森茂暁（教養部助教授）

鎌倉時代の朝幕関係森茂暁 思文閣出版 1991

富田真吾（工学部教授）

名著復刻日本児童文学館 第 l集（33冊）第 2集（33冊） ほるぷ出版

飴山 賓（名誉教授）

酢の科学飴山賓大塚滋編 朝倉書店 1990

｜人事異動｜

〔昇任〕（ 3. 4. 1) 

吉田 秀紀情報サービス課長（熊本大学附属図書館情報管理課課長補佐から）

吉光紀行 医学部分館閲覧係長（情報サービス課参考係から）

横山 茂樹工学部分館閲覧係長（情報管理課整理係から）

〔配置換〕 (3. 4. 1) 

青木康郎 （情報管理課長）名古屋工業大学入試課長へ

中島冠守情報管理課長（情報サービス課長から）

原田 豊 （情報管理課総務係長）庶務課専門職員へ

佐村研治情報管理課総務係長（教育学部附属養護学校係長から）

山本弥生情報管理課受入係長（工学部分館整理係長から）

安田 浩規情報サービス課閲覧係長（情報サービス諜雑誌係長から）

井関 章情報サービス課雑誌係長（情報管理課受入係長から）

渡部哲夫情報サービス課雑誌係（医学部分館整理係から）
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浅井雅子情報サービス課雑誌係（情報サービス課参考係から）

江見伸子情報サービス課参考係（情報サービス課雑誌係から）

上田 照賀 医学部分館整理係長（医学部分館閲覧係長から）

三浦博士工学部分館整理係長（工学部分館閲覧係長から）

〔採用〕（ 3. 4. 1) 

野村美由紀情報管理課整理係

〔併任〕（ 3. 4. 1) 

竹 尾和 典附 属図書館長

高橋 皐医学部分館長

〔併任解除〕 ( 3 . 3 . 31) 

古賀 秀男 （附属図書館長）

中津 淳 （医学部分館長）

〔退職〕（ 3 . 3 . 31) 

伊藤 巌 （情報サービス課閲覧係長）

昼馬 逸郎 （医学部分館整理係長）

｜来館者｜

2月12日（火） 神戸大学附属図書館 l名 3月11日（月） 京都大学附属図書館 1名

イ〉 大阪大学附属図書館 2名 3月14日（木） 東京農工大学附属図書館 1 

2月14日（木） 京都市立高等学校定時制図書 名

館研究会（高校教諭＝図書館 3月18日（月） 東京大学附属図書館 l名

長） 3月26日（火） 有明工業高等専門学校 2名

’＇／ 京都大学化学研究所 1名

2月21日（木） 神戸大学附属図書館 2名

// 名古屋大学附属図書館 l名

｜日誌｜

4月 9日（火）～10日（水）附属図書館新入生オリエンテーション

4月 9日（火） 医学部専門 1年生及び医療技術短期大学新入生オリエンテーション

4月9日（火） 工学部進級者及び夜間主コース新入生オリエンテーション

4月17日（水） 第39回中国四園地区大学図書館協議会総会（岡山）

4月18日（木） 第18回国立大学図書館協議会中国四国地区協議会

4月22日（月）～ 6月15日（土）戦後学術雑誌にみる「創復刊の辞j展

4月26日（金） 医学部分館図書委員会

5月8日（水） 工学部分館図書・研究報告委員会

5月27日（月） 平成 3年度国立大学附属図書館事務部課長会議（東京医科歯科大学）
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平成 2 年度図書館統計表

I 蔵書数 （平成 3年 3月31日現在）

区 分
図 書 （冊数） 雑

手口 洋 計 和

本 官官 729,298 284,599 1,013,897 8,340 

医学部分館 75,900 68,449 144,349 1,232 

工学部分館 76,986 45,705 122,691 1,393 

計 882,184 398,753 1,280,937 10,965 

II 年間受入数

区 分
図 書 （冊数） 雑

和 洋 計 手口

人 文 守止ι一 音日 2,697 1,130 3,827 239 

教 育 ナ)"4 部 3,960 1,183 5,143 388 

経 済 寸且ゐー 部 5,224 2,148 7,372 1,329 

理 ・二訟と子£． 部 173 775 948 45 

農 ・二主主子主． 部 430 368 798 89 

教 養 部 3,572 4,194 7,766 208 

学生相談所

保健センター 54 2 56 9 

埋蔵文化財資料館 8 

本 査官 3,887 819 4,706 2,045 

計 19,997 10,619 30,616 4,360 

医学部分館 2,105 2,384 4,489 847 

工学部分館 2,025 1,81(〕 3,835 732 

企ロ』 計 24,127 14,813 38,940 5,939 

m 利用統計

誌 （種類数）

洋 計

3,509 11,849 

1,167 2,399 

1,279 2,672 

5,955 16,920 

誌 （種類数）

洋 計

182 421 

259 647 

644 1,973 

215 260 

119 208 

339 547 

5 5 

2 11 

8 

391 2,436 

2,156 6,516 

759 1,606 

527 1,259 

3,442 9,381 

区分
開催日数（日） 入館者数 （人） 館外帯出者数 （人） 館外帯出冊数 （冊）

時間内｜時間外 時間内 時間外 計 時間内 時間外 計 時間内 時間外 計

本館
190 224,993 40,235 265,228 24,128 5,598 29,726 43,386 11,279 54,665 

一日平均 784 212 84 29 151 59 

医学部 258 33,966 17,459 51,425 10,815 7,898 18,713 21,968 15491 37,459 

分館 一日平均 117 68 37 31 75 60 

工学部 189 74,470 18,221 92,691 7,368 3,226 10,594 13,808 5,323 19,131 

分館 一日平均 263 96 26 17 49 28 

N 文献複写 （件数）

区 分
寸且4ー 内 者 学外者 他大学等 合計

私費 公費 小計 私費 私費 公費 小計

本 自官 1,894 187 2,081 138 584 864 1,448 3,667 

電子式複写
医学部分館 4,342 9,991 14,333 8,410 1,375 1,454 2,829 25,572 

工学部分館 105 11,893 11,998 97 47 779 826 12,921 

よE』l 計 6,341 22,071 28,412 8,645 2,006 3,097 5,103 42,160 

印画引伸 本 館 。 。 。 。 。 。 。 。

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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