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WindowsNT ベースの統合環境へ

図書館業務用電算機システムを全面的に更新

　平成１１年３月１日から，図書館の業務用電子計

算機システムが新しくなり，導入以来の汎用機シ

ステムに換わり，WindowsNTを OSとしたクラ

イアント・サーバ方式のシステムとなりました。

　新システムでは，ハードウェアに富士通　

Granpower５０００をはじめとする３台のサーバを，

また，業務用アプリケーションパッケージとして，

㈱NTTデータの NALIS−Bという最新のソフトウ

ェアを導入し，新たな業務も開始できるようにな

りました。

■新システムの特徴・機能

１．OPAC（蔵書検索システム）の改善

　　（詳細は４ページへ）

　WWW上で目録検索ができるようになり，操

作の容易な OPACを学内外に対してほぼ２４時間

提供しています。また，目録作成後，即時に OPAC

にデータを反映できるようになりました。

２．電子メールの利用

　ネットワークを利用した図書の発注や文献複写

依頼機能があり，準備が整い次第順次サービスを

提供できる予定です。

３．学内インテリジェント化への対応

　今年度から磁気カード化された学生証をこれま

でどおり利用者カードとして利用できるようにし

ました。また，教職員についても，医学部分館の

所管に係わるところは磁気カードを新たに発行し，

学生と同様に利用を開始しています。

４．その他

・医学部分館で貸出・返却業務が機械化され，す

べての館（分館・図書室）で同一の貸出環境が

整備されました。

・図書受入業務が新たに稼働し，図書館業務全般

のシステム化が完了しました。

・図書 IDシールをバーコードを併用したものに

変更し，将来予定している自動貸出・返却装置

の導入に備えました。

・学術情報センターの新目録所在情報サービスに

対応し，同センターのシステムと一体化した業

務システム・検索システムとなり，また，将来

的には多言語資料への対応も予定しています。

■業務用システムのあゆみ

昭和６３年２月　富士通 FACOM M７３０／４を導入

　　　　４月　閲覧システム稼働

　　　　６月　目録作成システム稼働

　　　　１０月　オンライン利用者用目録

　　　　　　　（OPAC）稼働

平成３年１１月　富士通 FACOM M７３０／８に更新

平成４年４月　図書館間相互貸借システム

　　　　　　　（ILL）稼働

平成５年１月　雑誌受入システム稼働

平成７年１１月　富士通 FACOM M７３０／１０に更新

平成１１年３月　富士通 Granpower５０００に更新

平成１１年４月　図書受入システム稼働

（電子情報係）

　　　金沢大学附属図書館報
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図書館業務用システム機器構成図

こ　　だ　　ま 第１３４号　１９９９年７月１日　

学生証の磁気カード化に対応し，
磁気カードリーダを設置しました。

資料の購入・整理・利用に一貫した
データ管理を目指しています。
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単語で簡単に検索，前方一致や完全一致も可能

WWW版新OPAC（蔵書検索システム）の使い方

　金沢大学に所蔵されている約１５０万冊のうち約

５５万冊が，インターネット（WWWブラウザ）

で検索できるようになりました。

●画面の流れ

金沢大学附属図書館ホームページ
http : //www.lib.kanazawa−u.ac.jp/

▼

金沢大学附属図書館 OPAC

簡易検索・詳細検索

http : //www２.lib.kanazawa−u.ac.jp/

▼

検索結果リスト

▼

書誌情報・所蔵情報

●検索するには
　思いついた単語や言葉を入力して検索してくだ
さい。漢字やヨミからも検索できます。
　詳細検索では，どんな本を探しているか，より
具体的な場合に有効です。

●検索のポイント
　◎入力した単語や言葉の前方一致で探すことが
できます。例えば，“swim”と入力して検
索すると，“swimmer”や“swimming”など
語尾変化したものも探し出します。これは，
日本語でも有効です。

　◎複数の言葉で検索するときは，スペースで区
切って入力すると“AND”検索になります。
例えば，タイトルに“古墳　調査”と入力す
ると，タイトルに“古墳”と“調査”の二つ
の言葉があるものが探し出されます。

　◎雑誌の“Science”を探す場合，“science＠”
と入力して探してください。“＠”は完全一
致の印です。単に“science”と入力して探す
と，タイトルに“science”があるものすべて
を探し出し，膨大な量になります。

　◎“件名”とは，その本のテーマを言葉で表現
したものです。どんな言葉を使うか決まりが
あります。

　◎検索方法の詳細は，簡易検索画面から“利用
の手引き”を参照してください。

●図書館にない本について
　学部に所蔵している本や雑誌は，学部に直接
行っても利用できない場合があります。
　また，金沢大学に所蔵していない本や雑誌は，
他の大学から借用したり，複写を頼んだりするこ
とができます（有料です）。
　いずれの場合も，図書館カウンターでご相談く
ださい。

（注意）金沢大学に所蔵がない場合は，学術情報
センターの目録情報（Webcat，http : //webcat．nacsis．
ac.jp/）を検索することができますが，検索値の
入力方法が異なりますのでご注意ください。

　　　金沢大学附属図書館報
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第三回　

石川県啓明学校の『泰西史鑑』

　石川県は明治９（１８７６）年２
月，英学校，巽中学校，長町
変則中学校などを廃し，金沢
仙石町加賀藩藩校明倫堂の地
に啓明学校を開校した。この
学校が「中学師範学校」（明
治１０年７月），「石川県専門
学校」（明治１４年７月）と名
称を変更しながら高等専門教
育機関としての内容を充実整備し，第四高等中学
校（明治２０年４月）の前身校となったのである。

　啓明学校では英学校の流れをひく洋書を主とす
る甲部と巽中学校の流れをひく和漢書を主とする
乙部があった。「石川県啓明学校」印と「第四高
等中学校図書」印の押印された「泰西史鑑」は乙
部史学の授業で使用されたものである（四高４－
４０－４１）。紺色の表紙の半紙本で，上編，中篇各
１０冊。上編第１冊を開くと黄色の扉に「普魯士　
勿的爾著／佐倉藩　西村鼎重訳／泰西史鑑／明治
己巳秋　官許　求諸己斎蔵梓」と書かれている。
「明治己巳」は明治２年，「求諸己斎」は西村の
書斎名である。扉の右は依田学海の序文で，前述
の蔵書印２個が押印されている。学海の序に次い
で西村の自序，次いで本文巻頭。巻頭に「荷蘭　
珀爾倔　訳」（中編では「珀爾克」）の記載がある。
「泰西史鑑」の原著がドイツ語で，オランダ語に
訳され，これを西村鼎（茂樹）が重訳したことが
わかる。しかし，「勿的爾」や「珀爾倔」はアル
ファベットで表示するとどんな綴字になるのであ
ろうか。

　従来「泰西史鑑」の蘭訳本や原著について不明
であった。２年ほど前のことだったか，文学部の
持井康孝先生がなにかの研究上のつながりから調
査された。先生によれば，蘭訳本は“Handboek

 voor de algemeene geschiedenis，voor gymnasien en

 opvoedingsgestichten，door Th．B．Welter，vertaald

 door W．van den Berg．１８３５”（３冊本）と考えて
間違いないだろう。２０余個所を泰西史鑑と対照し

てみたところでは，オランダ語／日本語相互に，
きちんと対応しているという。そうすると，「勿
的爾」は“Th．B．Welter”，「珀爾倔」は“W．
van den Berg”である。また先生から，ドイツ語
原著の簡略版が四高蔵書のなかにあるとご教授頂
いた。ここで紹介しておこう。
“Auszug aus dem Lehrbuche der Weltgeschichte für

 Schulen，von Th．B．Welter，　neuunddreiβigste

 Auflage，bearbeitet von A．Hechelmann．１８８４”（四
高４－２０－７１）
　
　「泰西史鑑」は西洋を中心にした，世界通史で
ある。旧約聖書創世記の記述による天地創造から
フランス革命まで，上，中，下編それぞれが，古
代史，中世史，近世史に対応している。（附属図
書館には啓明学校本の「泰西史鑑」とはべつに師
範学校旧蔵の一本があり，下編まで全３０冊が揃っ
ている。）西村茂樹が上編を刊行したのが明治２
年，中篇が明治５年，下編は明治１０年から明治１４
年である。
　
　西村茂樹（１８２８－１９０２）の思想や生涯について
多くの著書や論文があるが，ここではあまり紹介
されていないと思える，作家宮本百合子の「繻珍
のズボン」という短文を紹介しよう。宮本は母方
の祖父西村茂樹について子供時代の「道学者めい
たきつい印象を伴った」姿から「明治を生きた一
人の学者の姿」を「明治文化史の挿画」としてイ
メージするようになるまでを見事に書いている。
　「千賀子という祖母がよく，これでお前，私だっ
て祖父さまのお手伝いをして英語を昔は知ってい
たもんだよ。鵞鳥の太い羽根の先を削ってペンを
こしらってね。礬砂（どうさ）びきの美濃紙へ辞
書をすっかり写したものさ，と云っていたが，そ
れもこの時代の夫婦の一日の光景であったろ
う。」

（附属図書館専門員　梶井重明）

蔵書
散策
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「石川県啓明学校」
蔵書印

上編第一冊扉

－　５　－



　図書館のトピックス

今日の朝刊まで２５０万件が検索可能！
朝日新聞DNAシステムを提供開始

　朝日新聞社が図書

館向けに運営してい

る「朝日新聞 Digital

 News Archives for

 Library」をこの４月

から中央館で導入し，

検索コーナーのパソ

コン１台で利用者に

無料で提供しています。

　これは，朝日新聞社のWWWサイトへアクセ

スし，朝日新聞の記事見出しと本文が自在に検索

して表示できるシステムで，収録範囲は，

　・１９８５年から現在（今日の朝刊も）までの記事

　・全国版の朝刊，夕刊のほか地方版も収録

となっています。ただし，写真・図版や，朝日新

聞社に著作権のない記事は収録されません。（そ

の場合は新聞縮刷版を見てください）

　操作はWWWホームページ形式でとても簡単，

しかも非常に高速です。皆さんの学習・研究にぜ

ひお役立てください。

　なお，１９４５年～１９９５年の５０年分の記事見出しが

検索できる「朝日新聞 ASAX」も同じコーナーに

セットしてあります。

（資料サービス係）

出入りが楽になりました
中央館北側玄関を自動ドア化

　中央館の玄

関ドアは今ま

で重厚な構造

で，（その上

二重）利用者

の皆さんのよ

い運動装置？

となっていました。そこで，３月に北側玄関の自

動ドア化工事を行い，とても通りやすい玄関に生

まれ変わりました。これでどなたにも安心して図

書館をご利用いただけます。（ただし，西側玄関

は重厚ドアのままですが） （資料サービス係）

学部新入生全員に初めて実施
図書館オリエンテーション

　４月８日
（木）の朝，中

央館に集まっ

た図書館スタ

ッフは緊張感

に包まれてい

ました。図書

館初めての試みとして，スタッフが１３教室に分か

れて学部新入生全員（約１９００人）に対し図書館オ

リエンテーションをしたからです。

　大教室の教壇に立って２０分間で新入生に図書館

の利用方法について説明するという簡単な企画で

すが，押し寄せる新入生たちに教室の道案内をし

たり，配布資料の予備が足りなくなったり，説明

後のどがカラカラに渇いたりなど，新鮮な経験で

もありました。

　今年度はこの企画にあわせて，利用申請書を全

員期限内に中央館へ提出させることにしたことも

あり，中央館の学生利用はとっても活発になって

います。 （資料サービス係）

　　　金沢大学附属図書館報
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情報機器の利用に強い関心
図書館利用説明会に２０６人参加

　図書館利用

者教育の一環

として，５月

１７日から６月

１１日まで，昼

休みの２０分間

に中央館で図

書館利用説明会を開催し，のべ２０６人の参加を得

ました。テーマは週替わりで「図書館ツアー」

「OPAC」「インターネットの使い方」「CD−ROM

の使い方」とし，実際に機器を使って実習を行い

ました。図書館の情報機器（パソコン）を使った

ことがない参加者が大半を占め，皆さん熱心に受

講していました。

　説明会はこの形式の企画のほか，ゼミや授業単

位でのお申し込みも受付ています。

（お問い合わせは中央館カウンター，または参考

調査係，内線５２１３まで）

総合科目「大学図書館への招待」
今年度もスタート

「大学図書館

への招待～み

ずから学ぶ，

図書資料に親

しむ～」は４

月１６日の第１

回目は総合教

育棟 C５教室に立ち見が多数出て，その場で抽選

の結果７９名の履修登録でスタートしました。昨年

度よりも中央館での授業や実習を増やして，受講

者の情報リテラシー向上を支援しています。

（参考調査係）

医学部分館にも業務システム導入
図書の貸出が他館と同じ方式に

　４月 か ら
医学部分館で

も貸出・返却

業務が電算化

されました。

図書館資料を

借りる際に，

学部生・院生は学生証，教職員は図書館発行の利

用券を提出していただきます。

　これにより図書の貸出しの際，借覧証に記入し

ていただく必要がなくなりました。雑誌の貸出し

の際は当面，今まで通り借覧証に記入していただ

く必要がありますが，順次改善していく予定です。

（医学部分館）

順番待ちが常時発生
利用増えるインターネットコーナー

　 WWW 利

用のために開

放している中

央館のイン

ターネット

コーナーは４

月から２台増

設して５台のWindows９５パソコンで運用してい

ますが，利用が非常に多く，朝９時の開館と同時

に席が埋まり，ほぼ終日順番待ちの状態となって

います。パソコンの増設には機器や座席や保守な

どかなりの予算が必要であり，急には増やすこと

ができず図書館としても苦慮しています。当面は

席を譲り合うなどのご協力をお願いします。

（資料サービス係）
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金沢大学創立５０周年記念展示に
２８００人が来場

　５月２９日から６

月１１日まで，本学

創立５０周年記念展

示実行委員会・図

書館・資料館３者

共催で，中央館西

側玄関前特設展示

場と資料館を会場

に５０周年記念展示

が開催され，２８００

人の来場を得て好

評のうちに幕を閉

じました。

　会場では，金大

の過去・現在・未

来の写真パネルや

映像での紹介，パ

ソコンによる「思

い出アルバム」検

索コーナー，第四高等学校・石川師範学校・金沢

医科大学・金沢高等工業専門学校等から引き継い

だ蔵書展「金沢大学の源流」，資料館収蔵資料な

ど，多数を展示しました。一般市民や県外からの

卒業生も多数来場，興味深げに展示に見入ってい

ました。

　な お，WWWホ ー ム ペ ー ジ（http : //web．

kanazawa−u.ac.jp/~shiryo/５０th/index.html）で も 資

料を公開しています。

（情報管理課専門員）

としょかん日誌
（１９９９年３月～５月）

３月１日 講演会（京都大学）小川恭弘（閲覧係長）講演
電算機システム更新

３月２０日 春季休業のため休館
～４月４日　
３月２９日 図書館北側玄関自動ドアに改修
４月６日 附属図書館新電算機システム披露式
４月８日 新入生対象図書館オリエンテーション
４月１６日 総合科目「大学図書館への招待－みずから学ぶ，
～７月１６日図書資料を楽しむ－」開講
４月２２日 第５０回北信越地区国立大学図書館協議会
　～２３日（長岡技大）青山弘（事務部長），金井晃（情報

管理課長），米澤章雄（情報サービス課長）出席
５月１３日 石川地域さわやか行政サービス推進協議会（広
　　　　　坂合同庁舎）小川恭弘（資料サービス係長）出席
５月２０日 第７０回日本医学図書館協会総会（福岡市）
　～２１日 中沼安二（医学部分館長），野村洋子（医学部
　　　　　図書係長）出席
５月２５日 国立大学附属図書館事務部課長会議（東京医科
　～２６日 歯科大学）青山弘（事務部長），米澤章雄（情報
　　　　　サービス課長）出席
５月２８日 金沢大学創立５０周年記念展示オープニング・セ

レモニー開催
５月２９日 金沢大学創立５０周年記念展示
～６月１１日

　
編集
後記

　この３月から６月にかけて，電算機システムの

全面更新，初めての全新入生向けオリエンテーシ

ョン，利用説明会，５０周年記念展示など大きな行

事が続きました。電算機システムは現在も細かい

改善を続けていますし，図書館利用も目に見えて

増加して，図書館は大忙しです。だから皆さん，本

の返却期限は守ってくださいね。（編集担当小川）

　　　金沢大学附属図書館報

５月２８日には関係者に展示の
お披露目がありました。

中央館所蔵「成瀬日記」の修復
過程ビデオを上映。
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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（１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
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