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君を待つ，優しく深い知の森へ
新入生のための
仮想的図書館ツアー

さあ，ご案内しましょう　　　　　　　

　新入生のみなさん，ご入学おめでとうございま
す。これから４年間（それ以上？）金沢大学で勉
強をされる皆さんを応援します。最初に図書館の
使い方を知っておけばいざという時きっとお役に
立ちますよ。さあ，これからその使い方の基本と
コツを，館内をめぐりながらお話しましょう。

■あの目立つ円筒が図書館
　図書館は恐らく角間キャンパスでいちばん目立
つ建物です。しかもキャンパスの真ん中にありま
す。金沢大学中央のバス停を降り，宝塚歌劇場？
のような大階段を上っていくと正面に立方体の上
に円筒が乗った立派な建物が見えます。これです。
（表紙写真参照）

■それは明るい吹き抜けだった
　入口は大学会館側と文学部側の２つあります。
TVや新聞のあるロビーを通りゲートをくぐると
図書館です。傾斜地に建っていますので，入口の

ある階が２階になります。自然光
の入る大きな吹き抜けの下で館内
マップでも見ながら一息つきま
しょう。

■おお！近頃の図書館はすごい！
　さて，皆さんは図書館で何をしますか？
・本を読む，借りる（利用の定番ですね）
・雑誌・新聞を読む（娯楽的な雑誌は少ないです
が…昔の新聞もあります）
・資料のコピーを取る
・調べ物をする（辞書，百科事典，名簿…）
・本を探す（インターネットから OK）
・論文を探す（ちょっとコツがいります。卒論の
時は必要ですよ）
・CD・ビデオなどを見たり聞いたりする（授業
の合間にでもどうぞ）
・衛星放送を見る（英語の勉強に）
・リラックスする（座り心地の良い椅子）これら

　　　金沢大学附属図書館報

３　階 ２　階

３階と２階は自由にご利用ください。　　　　　　　　　　　　　　　　
演習室・マイクロ資料室・AV室はカウンターで申込めば利用できます。
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図書（分類記号順）� 図書�

新聞（前月・前々月分）�

特別資料室�

図書（分類記号順）�

大型コレクション�

洋雑誌（アルファベット順）�

旧工専図書�

旧四高図書�

年刊類�
和雑誌�

（アルファベット順）�

和雑誌（アルファベット順）�

暁烏文庫�
個人文庫�

旧師範学校図書�

のことが全部できます。すごいと思いません
か？ちなみにできないことは
・本を汚す（皆で使う本ですから）
・延滞する（きっと誰かが待ちぼうけ）
・ノートのコピーをとる（これは生協のコピー機
で）
・リラックスしすぎる（飲食と携帯電話はダメ。
タバコはロビーで。）お互い，よい環境で利用
しましょう。

■あなたの学生証が利用券です
　まず，利用の定番「本の借り出し」から説明し
ましょう。最初に「図書館利用申請書」を提出す
れば，学生証がそのまま図書館の利用券になりま
す。ずっと使うものですから，くれぐれも「プリ
クラ」や「缶コーヒー」のシールを貼ったりしな
いように。

図書館利用申請書は，４月９日（金）～２３日
（金）までに図書館（中央館）カウンターへ。
学部新入生は全員提出してください。

■６冊で２週間が，基本です
　本は２階と３階に置いてあり（実は書庫にもあ
ります），日本十進分類表（これは図書館の専門
用語）の分類順つまり主題ごとに並んでいます。
本を探すには OPACというコンピュータが簡単
で便利ですからこの機会にぜひどうぞ。（６ペー
ジ参照）これらの本は６冊まで２週間借りられま

す。本と学生証をカウンターに持ってきてくださ
い。予約が入っていなければ貸出期間の延長もで
きます。期限を守らず延滞している本があるとき
は新たに本を借りられません。返却するときは，
本をカウンターに持ってくれば OKです。

■雑誌もある，CDもある，ビデオもある
　雑誌は，２階に置いてあります。古い雑誌は書
庫にあります。最新号以外は３日間貸出できます。
AV資料は，２階の（入口のゲートから見て）い
ちばん右奥にあります。大部分の資料は，本と同
様に貸出しができます。館内のマルチメディア・
コーナーでも視聴できます。

こ　　だ　　ま 第１３３号　１９９９年４月１日　

　　１段目と２段目の数字が主題を
　　　あらわしています。
　　自分の専攻の棚を　　
　　　見つけてみましょう。

１　階
書　庫

地　階
書　庫

書庫へは，カウンターで入庫票を受け取ってからどうぞ。
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■“羽咋”という地名が読めますか
　調べ物もできるのが図書館です。「日本で最初
に地下鉄ができたのはいつ」「“羽咋”という地名
はどう読む」「国立国会図書館に行くのだが開館
時間を知りたい」といったことなら２階西側（サー
クル棟が見える辺り）の参考図書コーナーの資料
で調べられます。これらの本は通読するものでは
ないので館外への貸出はできません。もちろん，
「○○について調べたいのけれども，よくわから
なくて…」という場合は，カウンターで遠慮なく
お尋ねください。喜んでお手伝いをいたします。

■未知の広大な空間，書庫
　この図書館には大きな書庫があります。話のタ
ネにでも入っておくと良いと思います。一度入っ
ておけば，卒論作成の時に，無用に恐れたり（書
庫というのはなんとなく怖い雰囲気があります），
焦ったり（真っ暗な書庫で迷うと結構焦る）する
ことはありません。書庫に入る時はカウンターで
学生証と引き換えに入庫票をもらいましょう。書
庫の中には，製本された雑誌，古い本，貴重なコ
レクション（前身の学校の第四高等学校の蔵書や
仏教関係の貴重書を含む暁烏文庫（アケガラスと
読む。ヤキトリではありません））などがありま
す。卒論を書くようになれば使うこともあるで
しょう。

■たとえ金大になくても入手可能！
　金沢大学の蔵書は，この建物の中にあるものだ
けではありません。医学部，工学部の分館，各学

部にある図書室，教官の研究室にもたくさんの蔵
書があり全部あわせるとなんと１５０万冊以上にな
ります。また，金大になくても，ILLサービスを
利用すれば，全国の図書館から本を借りたり，コ
ピーを取り寄せたりできます。最近ではインター
ネットを使ったサービスも登場してきているので，
大学の図書館を窓口に文字どおりワールド・ワイ
ドに資料を利用できるようになってきています。
興味のある方は，総合科目「大学図書館への招待」
をどうぞ。（６ページ参照）

■情報を使う力は図書館で身に付けて
　現代は「就職難」「リストラ」「競争」「グロー
バルスタンダード」など恐ろしげな言葉を耳にす
ることが多い時代ですが，そういう時代に生きて
いくには「情報をいかに集め，いかに使うか」と
いうことがポイントになります。学生時代に大学
図書館で「情報を使う力」を身に付けておけば，
実社会に出てからも応用がきくし，競争社会の中
でいろいろな点で有利でしょう。
　もっと詳しく知りたい人は？図書館に来て図書
館員と仲良くなることがいちばん良い方法です。

　　　金沢大学附属図書館報

「参考」マークの本は　　　　
　調べものに強いしるしです。
カウンターで調べものの　　　
お手伝いもします。　　　　

書庫の活用は達人への道です。
カウンターで入庫票を　　　　
受けとってからどうぞ。　　

これでわかった。　　
図書館てすごい。　
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第二回　

明治中期の大学講義筆記

『早崎信太郎手記（全７冊）』
　「早崎信太郎手記」は明治１４年から四年間東京
大学理学部に在籍した石川県出身の俊才早崎信太
郎の大学講義筆記である。全冊すべて英文で書か
れている。外国人教師がその母国語で講義をする
のは当然であるが，当時は日本人教師も英語で講
義を行い，学生との質疑応答なども英語で行われ
たのである。以下各冊の内容を日本語に訳して示
す。括弧の中は学年および講義した教師の姓名で
ある（教師の姓名は「東京大学法理文三学部一覧」
「東京大学百年史」などと照合し，補記した）。

　［第１冊］　高等数学
　　　微分学（第一学年　三輪桓一郎）　積分学（第

一学年　三輪桓一）　微分方程式（第二学年菊

地大麓）　立体幾何学（菊地大麓）

　［第２冊］静力学・動力学力学

　　　（第一学年　J．A．ユーイング）　方程式論（臨

時講義　菊地大麓）　静力学（第二学年　菊地

大麓）

　［第３冊］電気と磁性　（第四学年　C．G．　ノット）

　［第４冊］物理学

　　　一般物理学（山川健次郎）　電気（第三学年　

C．G．ノット）　　幾何光学（第三学年　寺尾

寿）確率解析（臨時講義　寺尾寿）　物理光学

（第三学年　山川健次郎）

　［第５冊］動力学　（第四学年　北尾次郎）

　［第６冊］動力学２（第四学年　北尾次郎）

　［第７冊］表題なし

　　　確率解析，方程式，複屈折解析，微積分学など，

他の講義録の補遺

　明治１０年４月，東京開成学校と東京医学校を合
併して東京大学が創設された。創設当時の法・理
・文三学部の教授２１名中１６名がお雇い外国人とい
われた欧米人教師であった。早崎の在学した明治
十年代の後半になると，明治政府が欧米各国へ派

遣した留学生が次々と帰国し，外国人にかわって
日本人教授がその位置をしめることになる。
　講義筆記に登場する外国人のうち，ユーイング
（Ewing，James Alfred　１８５５－１９３５スコットラン
ド人）は，明治１１年来日，地震の頻発する日本で
地震学を研究する必要を痛感して，工部大学校の
ミルンと共に日本地震学会を創設し，水平振子型
のすぐれた地震計を考案した。明治１６年帰国。ノ
ット（Knott，Cargill G．１８５６－１９２２英国人）はユー
イングの後任教授として明治１６年来日。電磁気学，
音響学，力学を講義する。明治２０年田中館愛橘ら
と共同で，日本全土の磁気を測定し，翌年「日本
全国地磁力実測報告」を出す。明治２４年帰国。理
学部（当時は理科大学）の最後の外国人科学教師
であった。一方講義ノートに登場する日本人教師
達は，以後日本の学術・教育界の中心として活躍
していく。
　早崎は卒業後間もなく死去したらしい。同じ石
川県出身で理学部の同期生北条時敬（早崎は物理
学科，北条は数学科）の明治１９年の日誌に２月２２
日を初めとして，中橋徳五郎（石川県出身）と「早
崎氏遺族弔慰」，「義捐金」の相談をしている記
事が数カ所載せられている。死亡時の記載はない
から，早崎の没年は明治１８年，それも年末ではな
いかと推測される。明治１８年１０月３１日に行われた
学位授与式の記録（「学芸志林」　第１００冊）には
「理学士の分　物理学科　早崎信太郎」とある。
早崎はその式典に出席できたのであろうか。手記
各冊の見返しに「故早崎信太郎氏手記」「理学士
早崎信太郎蔵」と墨痕鮮やかに書かれている。業
半ばで倒れた俊才への思いを込めての揮毫と思わ
れる。誰の筆であろうか。この手記は第四高等中
学校の前身校，石川県専門学校へ寄贈されたもの
である。 （図書館専門員　梶井重明）

蔵書
散策

こ　　だ　　ま 第１３３号　１９９９年４月１日　

すべて英語で筆記されている。
（ただいま中央館で展示中。）
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金大の蔵書検索（OPAC）がWWW版に
http : //www２.lib.kanazawa-u.ac.jp/
２４時間稼働，操作・機能が大きく改善

　当館ではこの３月に電算機システムの更新を行

い，蔵書検索システム（OPAC，オーパック）を

従来の telnet版からWWW版へ移行しました。

この新 OPACはインターネットのWWWブラウ

ザ（フレーム対応のもの）が使用可能な環境であ

れば，図書館，研究室，自宅を問わずいつでも金

大の蔵書データ５０万件以上が自由に検索できます。

IDやパスワードは一切不要です。キーワードの

入力をはじめとして操作方法が格段にわかりやす

くなったほか，検索処理システムの改善によって，

お探しの資料がぐんとヒットしやすくなりました。

（資料サービス係）

今年度は４月１６日（金）から開講
総合科目「大学図書館への招待
　　　　　　～みずから学ぶ，図書資料を楽しむ～」

　この科目は，学生の皆さんの自主的な学習を支

援するために開講されるものです。昨年と同様に

前期課程２単位，講義と演習で全１４回，成績評価

はレポートで行うこと，募集人員は６０名程度を予

定しています。

　講義は各学部から先生方に担当していただく他，

図書館職員も担当して金沢大学図書館の特徴ある

資料の解説，図書館のサービス内容の説明などを

行います。演習では，実際に図書館を訪れて“図

書館ツアー”をしたり，パソコンを使って図書館

にある本を探したり，また，時間があればインター

ネットの使い方などを説明する予定です。これら

を生かして大学図書館を活用する方法，溢れるよ

うな情報をうまく利用する方法をマスターしてく

ださい。

　この授業とは別に，図書館の利用説明会も予定

しています。授業に参加されない方も，大学生活

を有意義なものにするために，是非ご参加くださ

い。 （参考調査係）

　　　金沢大学附属図書館報

（画面のデザインは変更される場合があります）

昨年度の授業風景から。
今年もお待ちしてます。
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暁烏文庫と四高図書，
現在３万７千冊を
データ登録済
OPACで検索できます

　当館では，平成７年度から全学的な支援を受け

て図書館運営費のなかに所蔵資料の目録データ遡

及入力経費を計上し，第１期遡及入力事業（１０年

度までの４年間）として継続しており，すでに中

央館の開架図書，書庫内一般図書及び工学部分館

図書の大部分が入力を完了しています。

　本学が所蔵する蔵書約１５０万冊のなかには，歴

史的，資料的な価値を有する重要なコレクション

が多数あり，特に暁烏文庫と四高図書（中央館書

庫に収蔵）については，データベース化して有効

な利用を図ることが各方面から強く要請されてい

ました。これに応えて，１０年秋からは暁烏文庫の

遡及入力を開始し，現在までに約２万冊の入力を

終えました。また１０年度教育改善推進費の配分を

受け，本学創立５０周年記念事業の一環として四高

図書の遡及入力事業が２年次計画でスタートし，

これも現在１万７千冊の入力を完了しました。

　いまや本学図書館所蔵目録データベースは，遡

及データを含め急速に登録件数を増し，１０年度末

には５５万件を突破しました。これらの目録データ

は当館の所蔵検索システム OPAC（６ページ参

照）で検索できますので，図書館では，利用者の

学習面はもちろん，教育研究面に大きな効果をも

たらすものと期待しています。なお，遡及入力事

業は，全学の所蔵図書のデータベース化を計画し

ており，今年度以降も継続して行く予定です。（図

書情報係）

■暁烏文庫　　　　　　　　　　　　　　　　　

　松任市・明達寺

住職の暁烏敏（あ

けがらす　はや）

師が国内外から収

集された約５万冊

の蔵書で，本学創

設時に大学の教育

研究に役立ててほしいと寄贈されたものです。

■四高図書　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本学の前身校の

一つである第四高

等学校の蔵書で，　

１８８７（明治２０）年

から１９５０（昭和２５）

年までの６４年間に

収集された各分野

の基本文献を揃えており，和古書・漢籍もかなり

充実した内容となっています。

Current Contents  on CD-ROM
２　分野の購入を中止します

　今まで欧文雑誌の目次情報を提供していた

“Current Contents on CD−ROM”の Agriculture，

Biology & Environmental Sciences（約９００誌をカ

バー）と Physical，Chemical & Earth Sciences（約

８００誌をカバー）の２分野の購入を中止する事に

なりました。しばらくの間は学内 LAN経由で利

用できますが，データは更新されません。なお，

Life Sciences分野は継続して購入されますので，

中央館の検索コーナーでご利用ください。

　中止の代替手段として，Current Contentsと同

様に雑誌の目次情報を提供しているデータベース

“UnCover”をご紹介します。これは人文・社会

学系を含む１８，０００誌以上の学術雑誌をカバーして

おり，WWWブラウザから接続して無料で利用

できます。URLは次の通りです。

http : //uncweb.carl.org/ 

（参考調査係）
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係の名称が変ります
４月１日から，図書館事務改組

　附属図書館は以下の体制で業務を行うことに
なりました。よろしくお願いします。

としょかん日誌
（１９９８年１２月～１９９９年２月）

１２月１日 新 IRシステム及び新 CAT/ILLシステ
ム説明会（名古屋大学）松原美重子（参
考調査係長）出席

１２月１日 ホ－ムペ－ジ研修（総合情報処理セン
　～２４日 ター）橋洋平（工学部分館図書係）香川文

恵（医学部図書係）受講
１２月８日 冬季休業期間中の長期貸出期間
　～２４日
１２月１１日 金沢大学資料館講演会（図書館 AV室）
１２月１７日 NACSIS−IR地域講習会担当者連絡会議

　～１８日 （学術情報センター）村田勝俊（シス
テム管理係長）出席

１２月２５日 年末年始の休館
～１月４日
１月６日 大学図書館における学術情報発信に関
　～７日 する国際セミナー（学術情報センター

セミナーハウス）米澤章雄（情報サー
ビス課長）出席

１月２１日 平成１０年度国立大学附属図書館事務部
長会議（三重大学）青山弘（事務部長）
出席

１月２８日 第２回マネジメント研修（事務局大会
　～２９日 議室）越野正勝（情報管理課図書館専

門員）受講
２月３日 平成１０年度第３回石川県立図書館協議

会（石川県社会教育会館）橋本哲哉（図
書館長）出席

２月１６日 春季休業期間中の長期貸出期間
～４月２０日

編集
後記

　当館の電算機システムは３月に従来の汎用機と
パソコンのシステムからWindowsNTをベースに
した統合システムへ更新し，作業環境が大きく変
化しました。利用者の皆さんに対しては，OPAC

がWWW対応になったのをはじめとして様々な
場面でサービスの改善がはかられています。しか
し実際に新システムの機能をフルに活用できるか
どうかは当館職員の才覚？と心がけ，そして利用
者の皆さんのご協力，ご鞭撻にかかっていると思
います。これからも図書館をよろしくお願いしま
す。 （こだま編集担当　小川）
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　　読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。
表題地模様　○Ｃ Toku  Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
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