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サンチャゴ・デ・コンポステラ市（スペイン）

「サンティアゴ・デ・コンポステラ市」には、キ

リストの高弟の一人、聖ヤコブ（スペイン語でサン

チャゴ又はサンティアゴ）の墓があります。そのた

め、ヨーロッパ中の信徒達がピレネ一山脈を越え、

数百キロあるいは千キロ以上もの距離を巡礼して歩

く聖地の終点として、 9世紀の始めから栄えてきた

街です。スペインのガリシア地方は、北はカンタブ

リア海、西は大西洋に面した雨の良く降る地方で、

年間の降雨量は東京の 2倍だそうです。通常、私た

ち日本人が「スペイン」という国をイメージした場

合は 「乾燥した大地、サンサンとふりそそぐ太陽と

情熱の国」という事になりがちです。 しかしガリシ

ア地方は、豊かな緑に囲まれた気候温暖な土地柄で、

住人達は「闘牛」や「フラメンコ」とは無縁な落ち

着いた文化を持ち、優しく穏やかな性格の持ち主で

す。サンチャゴ・デ・コンポステラ市はガリシア地

方の中心地ですが、多くの日本人にはあま りなじみ

のない街ではないかと思います。

この街の大学は1501年に創立されていますので、

今年50周年を迎えた山口大学医学部のおよそ 10倍の

歴史をもった大学です。つまり、サンチャゴ・デ・

コンポステラは信仰の中心地であると同時に、 16世

紀以後は学問の中心地でもあったわけです。

「コンポステラ」という名前は、スペイン語の

campo-estrella （星の野）に由来し、今ではcompostela

と表記するようになり compostelano ( m）或いは

compostelana （£）といえばサンティアゴ・デ・コン

岸田令次

ポステラの（人）という形容詞になります。チリの

首都はサンチャゴであり、ドミニカ共和国にもキュー

バにもサンチャゴがあります。スペインのサンチャ

ゴ・デ・コンポステラは当然の事ながら、これらの

都市の中でもっとも古く由緒正しい街ですが20万人

弱の落ち着いた街です。サンチャゴ・デ・コンポス

テラ大学は、通称 「コンポステラ大学」と呼ばれて

います。

今年の 7月、ポルトガルのリスボンで関かれた学

会に出席するついでに、スペインのコンポステラ市

をたずねて来ました。コンポステラ大学の生物学の

アナドン（Anadon）教授に会って、国際共同研究

の可能性を相談するというのが目的でした。余談に

なりますが、スペイン語でanadonといえば「カモ・

アヒルのひな」という意味です。アナドン教授とは

8年前ベルギーのアントワープで開かれた学会で親

しくなり、その後手紙や文献のやり取りを続けてき

た仲です。その風貌がどことなくドナルド・ダ ック

を連想させます。それに私の研究テーマが、カモ類

に特徴的なシャモジのようなくちぱしの神経を対象

にしていた事とが重なり、アナドン教授には特別の

親しみを感じていました。

8年前の学会の時は、アナドン教授は別にして、

彼の研究室の若手の研究者達となかなかスムーズな

会話ができませんでした。というのは若手研究者達

のほとんどが英語が苦手であり、私の方はスペイン

語がまったく出来なかったからです。すっかり困り
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果てた末、片言のフランス語に英語をまじえ、メチャ

クチャな会話を交わしたことを憶えています。この

冷や汗ものの経験は私にとって相当大きなカルチャー

ショックでした。それ以来スペイン語を話せるよう

になってやろうと決意し、 NH Kのテレビやラジオ

の放送で勉強し、簡単なスペイン諮での日常会話が

辛うじて出来るようになりました。

そんな訳で今回は、内心にかなり大きな自負を抱

えてのスペイン旅行でした。ところが、 8年前は英

語がほとんど話せなかった連中に再会してみて驚い

た事に、みんな流暢な英語が出来るようになってい

ました。考えてみれば、確かに10年前にはスペイン

人の論文のほとんどはスペイン語で書かれていて、

国際的にほとんど無視されていました。しかし、最

近は英語の国際的学術雑誌にスペインやイタリアな

どラテン系の研究者の論文が増えてきたなという印

象を持っていました。そのこと自体は大変喜ばしい

事ですが、以前はまったく英語が出来なかった連中

が、悔しいことに今は私よりも上手に英語を操って

いるのです。なんということだグ「ヨーロッパ人に

とって母国語と外国語との差は、日本人の東京弁と

大阪弁ぐらいの違いしかないのではなかろうか」と

いうのが、正直なところ私の感想です。勿論、大学

の外では私のスペイン語は大いに役立ちました。そ

れに、アナドン教授の奥さんに絶大な信頼を得たの

ではないかとも思います。ただし、客観性のない単

なる自己満足かもしれません。

ガリシア地方は雨が多いのでたくさんの川があり

ます。そしてこれらの川には海から遡行してきたヤ

ツメウナギの幼生が棲んでいます。ヤツメウナギは

現存する脊椎動物の中で最も原始的な円口類の仲間

です。この動物は、オタマジャクシがカエルになる

ように「変態」して幼生が成体になります。ヒトの

神経系に興味を持って始めた私の研究は、鳥類、~

虫類、両生類、硬骨魚類、円口類とその興味の対象

を広げてきました。そして最も原始的な脊椎動物で

あるヤツメウナギの変態前の「幼生の神経系」を研

究したいと思うようになりました。それが、今回の

国際共同研究を計画する動機でした。アナドン教授

との共同研究の話はうまくまとまりましたが、お金

はやはり経済大国日本に期待せざるを得ず、嬉しい

ながらこれから先のお金の苦労を思うと少々負担で

もあります。

スペイン語で川のことをリオ（rio）と言います。

川は、当たり前の事ですが淡水です。この「淡水」

をスペイン語ではaguadulce （甘い水）と言います。

子供の頃、蛍狩りに行って「ホッ一、ホッ一、ほー

たる来い、こっちの水は甘いぞ、あっちの水は苦い

ぞ」と歌いながら、笹竹を振りまわした記憶がよみ

がえって来ますが、残念ながら「海水」のことは苦

い水とは言わずにただ単にaguadel mar （海水）と

いうだけです。そして川が海に近づいて来てagua

dulceがaguadel marと混じり合う河口や、海が陸

に食込んだ入り江のことを「リア」 riaと言います。

riaの複数はriasで、す。日本の三陸海岸のことを「リ

アス式海岸」というのはスペイン語の「リアス」か

らきたのかと、妙に納得してしまいました。

北と西に海をもっこの地方はヤツメウナギに限ら

ず魚介類が全般的に豊富に取れ、そこで取れる海産

物のほとんどが食卓にあがってきます。その中で特

に印象的だったのはプルポ（pulpo）とよばれるタ

コでした。このタコの足を生のまま薄く輪切りにし

てプルポ専用の木製の皿（小型の円いまな板様のも

の）に20個位載せたものがテーブルに出てくると、

客は自分のお好みの量のオリーブ油（aceitede oliva) 

と酢（vinagre）と赤とうがらし（pimiento ）で味を

付けてつま楊子で食べながらワイン（vino）を飲む

事になります。まるで酢ダコを肴に冷酒を飲むといっ

た具合です。西洋人はタコを毛嫌いして決して食べ

ないと聞かされてきた私にとっては、大発見をした

ような気持ちでした。食べ物の話だったらいくらで

も書けるのですが、これで止めておきます。僅かな

滞在でしたが驚きの連続だった「スペインのもう一

つの顔Jを紹介したくてぺンを取りました。

（医学部教授・医学部分館長）

サンチャゴ・デ・コンポステラの魚市場にて（アナドン教授と筆者）
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グラフでみる学生用図書の現状

赤 野 徹

学生用図書費は年々減っています。利用者からは「読みたい本はほとんど研究室にあり、なかなか借
りれなしリとか「新しい本がすくなしリといった耳が痛い不満を聞くこともあります。実際のところは
どうなのでしょうか。新しい本がどのくらい本館に受け入れられているのか、本館の図書マスタの登録
データに基づいてルポしてみましょう。

図書マスタには、 19 8 7年度受け入れ分から入力されていますので（それ以前に受け入れられた図
書については遡及入力をすすめています）、最近の受入状況の一面を見ることができると思います。な
お、登録データに不備があった図書は集計されていません。

1 9 9 4年 9月末現在、本館の図書マスタには約 31万7千冊の蔵書が登録されています。最も利用
頻度が高いと思われる閲覧室の図書が約 8万 l千冊、書庫の図書が約 6万6千冊、研究室に貸し出され
ている図書が約 17万冊で、これをグラフ化したものが図 1です。 （本館蔵書の全てが図書マスタに登
録されてはいませんので、それを含めると実際には吉田キャンパス全体で研究室貸し出し分は48%位
になります。）

図1 本館図書の所蔵場所比率

(25. 6首）本館開架閲覧室

(53. 4首）各研究室

(21. 0覧）本館書庫

図2と図 3は 19 8 7年度以降に受け入れられた図書について所蔵場所ごとの冊数とその比率をグラ
フで表示したものです。これをみると、新しく受け入れた図書のなんと” 70～80%”が研究室に貸
し出されているだけでなく、受入冊数も減ってきているのですから、先の利用者の声は無理からぬこと
思います。

図2 年度別受入冊数

最盛V 匝彊ー目頭，F 軍国IV>l88!11' 盛担：1鹿沼， 恒！Ii°':'

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
受入年度
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図3 年度見lj総受入冊数を 1とした場合の比率

比 率

（；謬If
1987 1988 1989 1990 1991 

受入年度

次に、新しい本が少ない点についてみてみます。図4は最も利用頻度が高いと思われる開架一般図書
（開架室に配架され、文庫・新書類、辞典、図鑑等の別置図書を除いた図書、館外利用可能）の出版年

を調べたものです。どの年代も平均的にあるようですが、今の在学生の皆さんが生まれる以前に出版さ
れた図書が 30～40%、 10年以上前となると約 75%となっています。古い図書は読む価値がない
とは言えませんが、この状況はどう考えるべきでしょうか。図 5と図 6は開架一般図書を日本十進分類
法により、自然科学系（自然科学、技術、産業に分類されているもの）と人文社会科学系（自然科学系
以外のもの）とに分け、出版年を調べグラフにしたものです。比率は同様ですが、自然科学系は、より
新しい本が欲しいとし、う希望も聞かれます。

図4 開架一般図書の出版年別比率

(14. 6部） 1984～88年 (12. 4首） 1969～73年

(21.州） 1974～78年

図5 自然科学系図書の出版年別比率

(11. 9首） 1968年以前

(12. 7覧） 1969～73年
(15. 0%) 1984～88年

(24. 6覧） 1974～78年
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図6 人文社会科学系図書の出版年別比率

(0. 9唱） 1994年
(13. 5首） 1989～93年

務

(14. 4首） 1984～88年 (12.2%) 1969～73年

(20. 1も） 1974～78年

では 最後に各年度毎に、その年度に受け入れられた図書の出版年を調べ、図 7に示しました。グラ
フから受入年度の前年から翌年（ 1～3月）にかけて出版されたものが、最も多く受け入れられている
ことが判ります。このことから、現在出版されている図書は 2年も経っと受け入れられる可能性が低く
なり、図書購入費が減額されている現状では買えないことも予想されます。限られた予算の中では本当

に有益な図書を選択する必要があると言えます。

図7 1989～1993年度受入開架一般図書の出版年状況

2000 

1500 

受入冊数

1000 

500 

0 
1972年以前 1976～78年 1982～例年 1988～90年 1994年

1973～75年 1979～81年 1985～87年 1991～93年
出版年

｜お知らせ｜ 工学部分館

ブックポストの設置について

• 1989年度受入

国 1990年度受入

国 1991年度受入

臼 1992年度受入

国 1993年度受入

（本館目録係）

工学部分館では、この度正面玄関左側にブ ックポストを設置しました。 このことにより夜間開館

終了後や日曜・祝祭日など図書館が閉館中でも図書の返却が可能となりましたのでご利用下さい。

なお、図書館が開館中はご面倒でも図書等はカウンターへお返し下さい。



(6) 1994.12 Librαry News 山口大学附属図書館報 VOL.15 No. 3 

平成6年度 大学図書館職員長期研修に参加して

猛暑と言われた今年の夏、大学図書館職員長期研

修に参加する機会を頂きました。この研修は筑波地

区 2週間、東京地区 1週間の計 3週間の日程で行わ

れ北は北海道から南は鹿児島まで、全国から45名の

参加がありました。

研修が始まって、まず私達研修生を悩ませたのが

筑波地区での暑さ対策でした。冷房器具はおろか送

風器具も無い生活の経験が無い私にとっては、対処

のしょうがなく毎夜部屋の窓とドアを開け放して、

うちわを持って寝る以外にはありませんでした。非

常に辛いものがあったのは事実ですが、自分の人生

にとって得がたい経験であったと思っております。

暑さで寝不足であっても、講義は始まります。今

年の特徴はインターネットと呼ばれる「ネットワー

ク」を利用した新しい図書館サービスの模索であっ

たように思います。様々な角度からの講義を受講し

ましたが、大半の講師の口から「インターネット」

が出てきましたし、その中でも「MosaicJという言

葉が多く使われていました。

余談ですが、インターネットについても使った事

の無い人が多い中で、「Mosaic」という言葉をしょっ

ちゅう耳にするものですから、今回の受講生の同窓

会の名前が「MosaicJと命名されてしまうほどでし

fこ。

さて、 3週間にわたる講義はどれも興味深いもの

が多かったのですが、全体の印象としては、ネット

ワークやコンビュータを利用しての図書館サービス

に重きが置かれていたように感じられました。正直

なところインターネットを含めたネットワーク分野

では、日常扱う機会も多いしあまり日新しい話は聞

けないのではと思っていたのですが、 Uncoverや電

子図書館のような、今後の図書館サービスを大きく

変化させる可能性のあるものの話も聞けて、とても

有意義でした。

ネットワーク関連以外では、灰色文献の情報収集

活動は新聞の熟読以外に無いという、このネットワー

ク時代に逆行するような状況の「灰色文献の収集活

動」や自国と日本の大学図書館の対比、図書館に対

する価値観の差が興味深かった「外国人研究者から

岡田 隆

見た大学図書館」のように、ほとんど聞く機会の無

い講義もありたいへん勉強になりました。

講義に加えて多くの機関を見学させて頂きました。

特に、東京工業大学や筑波大学では懇親会を用意し

て下さり、ヒューマンコミュニケーションの場を与

えて頂きました。個人的な話になりますが、筑波大

学では学術情報センターで 1ヶ月共に研修をした方

との思いがけない再会もありました。

各機関それぞれ独自性を出して、様々なサービス

を行っておられましたが、特に慶応義塾大学では、

図書館の将来計画に対してはっきりとしたビジョン

を作成されて、それに向かつて努力されている姿に

感銘しました。

講義と見学に加えて、この研修にはグループ討議

があります。私は「生涯学習社会に対応した図書館

の公開」についての討議に加わりました。

地元で、公共図書館の方や教育関係の方と交流を

深める中で、自分なりの考えはまとめていたつもり

ですが、多くの方の意見を聞いてより一層その考え

が深まったような気がしております。現状では結論

を出すまではいたりませんでしたが、「地域と公共

図書館や学校図書館との連携・協力」をどう作り出

していくか、「大学の蔵書の集中化Jをどう行って

いくか、そして最後は、そのような状況に対応して

いく図書館員の質をどう向上させるかという点が論

点になったように思います。この言すE義で得たものを

発展させて、生涯学習時代に対応した大学図書館像

を自分なりに構築していきたいと考えています。

思い起こせば長いようで、あっという聞の 3週間

でしたが、最新の知識と共に多くの仲間を得た 3週

間でもあったと思います。この経験はこれから自分

が図書館業務を遂行していく上での大きな力になる

と感じております。

最後になりましたが、この研修の世話をして下さっ

た文部省・図書館情報大学の皆様や見学させて頂い

た、東京大学・国文学研究資料館・東京工業大学・

慶応義塾大学・国会図書館・筑波大学の皆様に感謝

をして報告を終えたいと思います。

（工学部分館運用係）
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岡村豊太郎［ほか］著

Matsuura. 

（本館）

古賀 秀男（教養部教授）

・チャーテイストたちの肖像

堂面春雄（名誉教授）

・理科教育関係論文綴 堂面春雄著 1993 

・堂面春雄教授退官記念誌 堂面春雄教授退官記念事業会編

山本 真弓（人文学部講師）

・ジャワハルラル・ネル一大学の学生たち

岡村豊太郎（教育学部教授）

・運動技能学習に及ぼすイメージトレーニングの効果 勝部篤美（研究代表者），

（昭和55年度科学研究費補助金 総合研究（A) 研究成果報告書）

（医学部分館）

内藤 克輔（医学部教授）

• The Sertoli cell, by Lonnie O. 

（工学部分館）

長岡 勉（工学部助教授）

・基礎分析化学 藤永太一郎著

松原 資衛（工学部教授）

• Proceedings of the 12th International Conference on Thermoelectrics, ed. by K. 

Japan, 1994 

田中 正吾（工学部教授）

・計測システム工学 田中正吾著

・電気計測 山本辰馬［ほか］著

（受入！｜頂）

of IEE 

法政大学出版局，古賀秀男［ほか］訳

1994 柘植書房

Russell. Cache River Press, 1993 

朝倉書店

1993 

コール著，

山本真弓著

1979 

H. D. G. 

朝倉書店 1994 

（電気・電子・情報基礎シリ ーズ 3) 1983 朝倉書店

｜人事異動｜

（目録係）

（工・運用係）→香川医科大学教務部図書課学術情報係長

（香川医科大学教務部図書課整理係長）→工・運用係長

（長崎大学附属図書館情報管理課雑誌管理係）→受入係

（目録係）→工・運用係

（受入係）→目録係

（目録係）

（総務係）

（工・運用係長）

子

行

彦

子

隆

徹

子

章

樹

雅

友

篤

雅

容

茂

田

戸

間

田

野

林

橋

山

1 ）岸

1 ）岩

1 ）赤

森

1 ）岡

赤

10. 31）小

11. 25）高

9 . 20）横

11. 

12. 

12. 

12. 

( 6. 

( 6 . 

( 6. 

用］

任］

任］

職

亡

［配置換］

［退

［死

採

昇

転

誌｜（平成 6年 8月一 11月）日

中国・四国国立大学共同利用研究等検討委員会（香川医科大学）

附属図書館運営委員会

本館図書委員会

（館内見学）防府高校 PTA  

（来館）放送教育開発センターより 2名

学術雑誌目次速報データベース・データ入力説明会（九州大学） 赤野徹（受入係）

平成 6年度国立大学図書館協議会中国四国地区協議会係長会（ホールサムイン山口）

板垣館長

館］

9. 22 

9. 28 

9. 30 

10. 12～13 

［本

8 . 1 

8. 29 
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第35回中国四国地区大学図書館研究集会（愛媛大学） 思知参考調査係長

平成 6年度大学図書館職員講習会（京都大学） 赤野徹（受入係）

平成 6年度国立学校事務電算化担当職員研修（徳島大学） 佐藤仁（総務係）

第 7回国立大学図書館協議会シンポジウム（岡山大学） 安田専門員

平成 6年度総合目録データベース実務研修会（学術情報センター） 江見目録係長

（来館）東京大学先端科学技術研究センターより 2名

第33田中国・四国国立大学共同利用研究等検討委員会（愛媛大学） 板垣館長

平成 6年度国立学校等幹部職員研修（部長級）（国立教育会館） 田尻事務部長

C&Cシステム・図書館部会（大阪） 吉光受入係長・田中俊二（参考調査係）

医学部分館図書委員会

日本医学図書館協会中国・四国部会総会

VOL.15 山口大学附属図書館報Librαry News 

三好静男（工・整理係）

持ち回り図書・研究報告委員会

第35田中国四園地区大学図書館研究集会（愛媛大学）

図書・研究報告委員会

1994.12 

10. 19～21 

11. 7～10 

11. 7～11 

11. 10～11 

11. 14～12. 2 

11. 17 

11. 24 

11. 28～30 

11. 28～29 

［医学部分館］

11. 10 

11. 24～25 

［工学部分館］

9 . 16 

10. 19～21 

11. 1 

(8) 

1付

浩規（図書館専門員）

昇治（受入係） 12. 1付

秀夫（運用係）

香代子（相互協力係）

哲夫（医・運用係）

隆（工・運用係） 12. 1付

12. 彦（工・運用係長）

田

垣

川

本

部

田

安

西

中

河

渡

岡

篤間

l図書館関係各種委員会委員の交替 l

く〉図書館機械化推進委員会

横山茂樹（工・運用係長）→赤

く〉ワーキング・グループ

。川野茂美（情報サービス課長）

佐藤 仁（総務係）

赤野 徹（目録係） 12. 1付

田中俊二（参考調査係）

高田美栄子（医・整理係）

三好静男（工・整理係）

恩知陽子（参考調査係）

〈〉図書館報編集委員会

岩戸 友行 （工・運用係）→岡 隆（工・運用係）回

第30回日本医学図書館協会中国・四国部会総会について

去る 11月24日・ 25日、本学附属図書館医学部分館の当番で表記の会議が医学部第 2・第 3会議室に於

いて開催された。

この会議は、日本医学図書館協会の地区部会として毎年医学図書館の諸問題について協議がなされる

もので、記念すべき第30回は国立、私立等の医学図書館11機関と、顧問、オブザーパー（病院図書室等）

を含めた総勢25名の参加により行われた。

協議題は、「医学図書館の地域医学情報センターとしての課題についてJ、「協会会則改正に伴う部会

の今後の在り方について」等 7議題について活発な意見交換が行われた。

特に日本医学図書館協会は本年度の総会に於いて、協会をとりまく厳しい環境、とりわけ財政事情の

悪化等を踏まえ組織活性化のための会則改正を行った。それに伴い地区部会も会則改正、今後の在り方

について方向付けを必要としており、前向きの白熱した議論が交わされ有意義な充実した会議となった。

（上田照賀・医学部分館整理係長）

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