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金沢大学附属図書館蔵

古写本・版本データベース試行版を公開

http : //kosho.lib.kanazawa-u.ac.jp／で検索できます

図書館の和装本が
WWWで検索可能になります

１９９９年１０月から附属図書館ホームページで古写

本・版本データベースの試験公開をはじめました。

附属図書館では科学研究費補助金（平成１０年

度，１１年度）により，暁烏文庫および旧制第四高

等学校旧蔵書中の和装本の書誌のデータベース化

作業を行っています。データベース化の作業は「金

沢大学附属図書館所蔵古写本・版本データベース

作成委員会（委員長：杉本卓洲（文），委員：木

越治（文），山本一（教育），西村聡（文），柳澤

良一（金沢学院大学），太田則夫（法））」の諸先

生方のご苦労によるものです。

今回公開しているデータは平成１０年度入力分約

６０００件です。修正，追加作業が必要なデータがか

なりあり，また検索メニューなどについても改良

すべき点がありますので，「試行版」としていま

す。今後平成１１年度作成データを追加すると共に，

検索方法などについても改良していく予定です。

まだ，作成途中のデータベースですが，是非お試

しください。

一般書・雑誌はOPACで，
和装本はこのデータベースで

金大の１５０万冊以上ある図書館資料のうち，一

般図書・雑誌の所蔵データはすでに OPACで５７

万件以上が検索可能となり，古い時代の資料も順

金沢大学附属図書館報

�

【古写本・版本データベース検索画面】
書名や著者名に，キーワードを入れて検索してくだ
さい。その文字列を含むデータがヒットします。な
お，試行版のため，データや動作に不具合が散見さ
れます。ご了承ください。

【同 検索結果の詳細表示画面】
「収蔵文庫，請求番号」の欄が実際の書架の並び順
を表します。暁烏文庫，四高蔵書とも中央館地下の
保存書庫にあります。（これらの資料は館内閲覧に
限ります）
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次 OPACへの登録が進んでいます。しかし和装

の古写本・版本は現在の図書とは成立が異なり，

取り扱いにも専門的知識を必要とするため，一般

書と同じルールで OPACに登録することは非常

に困難でした。

そこで，本学では古写本・版本に適した専用

データベースを構築しWWWで公開することに

なりました。データベースサーバにはファイル

メーカー Proを採用し，そのWWW公開機能を

使用して扱いやすい検索環境を実現しています。

なお，WWW公開に当って太田則夫（法），高田

良宏（経）両先生のご助力を得ました。ありがと

うございました。

ありがとうございました

本学教官著作等
寄贈図書リスト
（１９９９年１月～１１月寄贈受入分）

上田正行（文学部教授）執筆

近代文学論の現在 分銅惇作編

蒼丘書林 １９９８．１２

９１０．２６：K５１ 図開架

辻村英之（経済学部講師）著

南部アフリカの農村協同組合

日本経済評論社 １９９９．１

６１１．６：T８８２ 図開架

伍賀一道（経済学部教授）著

雇用の弾力化と労働者派遣・職業紹介事

業

大月書店 １９９９．２

３６６．２９：G６１３ 図書庫

石村宇佐一（教育学部教授）訳

バスケットボール勝利へのステップ

大修館書店 １９９８．７

７８３．１：W８１６ 図開架

深井一郎（名誉教授：教育学部）著

李花亭文庫「俗字類聚」総索引

金沢近世語研究会 １９９９．１

８１１．２：F９６１ 図参考

加藤和夫（教育学部教授）解説

ビデオ「金沢ことば」第１～３部

金沢市教育委員会 １９９９．３

８１８．４３：VT１１１２～VT１１１４

図 AVコーナー

太田富久（薬学部教授）執筆

生体機能制御活性を有する微生物由来医

薬品素材の開発 研究者代表：山崎幹夫

平成８年度科学研究費補助金：基礎研究

A（１）研究成果報告書（課題番号：

０６３０３０１４）

４９９．４：Y１９ 図書庫

杉本卓洲（文学部教授）著

五戒の周辺：インド的生のダイナミズム

平楽寺書店 １９９９．２

１８２．２５：S９４７ 図書庫

西村 聡（文学部助教授）著

能の主題と役造型

三弥井書店 １９９９．４

７７３：N７２４ 図開架

櫻井榮七郎（名誉教授：教育学部）編

球技用語事典

不昧堂出版 １９９８．１

７８８．０３３：K９９ 図参考

前田達男（法学部教授）編集代表

Исикававцифрах

データで見る石川 PartⅠ～Ⅱ

著者標目：石川県ロシア協会

３５１．４３：I７９：１，２ 図書庫

中澤（野村）真理（経済学部教授）訳・解説

イディッシュのウィーン

野村真理訳・解説

松籟社 １９９７．１０

３１６．８８：N４８４ 図開架

李慶（外国語教育センター）編注

東瀛遺墨

近代中日文化交流稀見史料輯注

上海 上海人文出版社 １９９９

３１９．１０２２：T６４１ 図書庫

山嶋哲盛（医学部医学科助教授）編集

脳のイメージング

サイメッド・パブリケーションズ １９９９

４９１．３７１：N７３９ 図書庫

WL１４１：N８１４ 医図書

高橋豊（がん研究所助教授）分担執筆

腫瘍マーカー臨床マニュアル

医学書院 １９９９．８

QZ２４１：S５６２ 医図書

松田保（名誉教授：医学部）著

止血・血栓の臨床

新興医学出版社 １９９６．４

WH３１０：S５５５ 医図書

松田保（名誉教授：医学部）著

DICの臨床：播種性血管内凝固の臨床

新興医学出版社 １９９７．５

WH３２２：D５５４ 医図書

谷島清郎（医学部保健学科教授）分担執筆

臨床化学（新訂臨床検査講座１８）

医歯薬出版 １９９７

４９２．１：S５５６：１８ 薬図書室

鈴木永雄（薬学部教授）分担執筆

医薬品トキシコロジー

佐藤哲男，仮家公夫，北田光一共編

南江堂 １９９６．１０

４９１．５９：I９７ 薬図書室

ご著作は，ぜひ図書館へ
先生方が著作類（著書，編書，監修
書，翻訳書，あるいは分担執筆書な
ど）をご出版の際はぜひ１部を図書
館 図 書 情 報 係（電 話０７６－２６４－
５２０６）へご寄贈ください。

こ だ ま 第１３６号 ２０００年１月１１日

中央館の暁烏（あけがらす）文庫は貴重な仏教書コ
レクションとしても知られ，この他旧制第四高等学
校の蔵書などに多く含まれる和装本がデータベース
化の対象です。
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蔵書 第四回
散策

黒川良安旧蔵の合信著『婦嬰新説』

四高蔵書のなかに「黒川良安図書之記」の蔵書

印（３．２×３．２cm）が押された『婦嬰新説』（ふえ

いしんせつ）という上下２冊の木版の和綴本があ

る。この本の元蔵者は黒川良安（１８１７－１８９０），

「金沢大学医学部の歴史は，この黒川良安（くろ

かわまさやす）から始まる」と『金沢大学医学部

百年史』の本文第一頁冒頭に述べられたあの良安

である。

良安は，文化１４年（１８１７），医師黒川玄龍の長

男として富山県中新川郡上市町黒川に生まれた。

１２才の時，父の長崎留学に従い長崎へ。青春の

日々をそこで過ごし，オランダ語と医学を学ぶ。

その後江戸にでて坪井信道の門に入りその蘭学塾

日習堂の塾頭を勤める。弘化３年（１８４６）金沢に

きて開業，ときに良安３０才であった。翌年には藩

主斉泰の侍医となる。門人は数百人といわれる。

後に良安とともに草創期の石川県医学界をリード

することになる大田美濃里，津田淳三などもここ

からでている。

壮猶館から種痘所，卯辰山養生所，医学館へと

伝えられた石川県近代医学の歴史の中で常に中心

人物として活躍した良安の業績や生涯については，

前記百年史や『石川県教育史』などをご覧いただ

きたい。明治２３年（１８９０）７３才で死去。

さて，『婦嬰新説』の表紙を開くと扉に書名と

「江蘇上海仁済医館蔵版」の文字，それに咸豊８

年（１８５８）刊行の表示がある。さらに朱印で「三

宅氏記」と押されている。更に開くと，合信の序

があり，目録，図版に続いて本文巻頭に至り，書

名の次に「英国医士合信氏著 江寧管茂材同撰」

とある。下巻の末に奥付けがあり，「桃樹園三宅

氏蔵板 東都江左 老�館 万屋兵四郎 発行」

と書かれている。

以上の書中の記述からもわかるように，この書

の原書は中国の上海で１８５８年印刷発行され，日本

にもたらされた。日本で中国原書本をもとに，訓

点などを付けて発行されたのが本書である。いわ

ゆる和刻本である。

『婦嬰新説』は合信が西洋の近代的な産科学を

中国に紹介するため，管茂材（本名管嗣復，字は

小異，茂材は秀才の意のペンネーム）の協力をえ

て中国語で書かれた産科学書である。著者合信は，

本名ホブソン（Benjamin Hobson，１８１６－１８７３），

英国のウェルフォードWelfordで生まれ，ロンド

ン大学医科大学を卒業した後，ロンドン協会の宣

金沢大学附属図書館報

【写真１】蔵書印「黒川良安図書之記」
（上巻巻頭）
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教医師となった。１８３９年７月故郷を離れ，１２月マ

カオについた。やがて中国医療伝道会に入る。ア

ヘン戦争後の１８４３年香港で開設された中国医療伝

道会経営の病院の管理を引受け，その後広東へう

つり，１８５６年には『婦嬰新説』に載っている上海

の宣教医院「仁済医館」の管理に当たった。１８５９

年帰国，１８７３年ロンドン郊外で，中国医療伝道に

献身したその生涯を閉じた。

ホブソンは在華約二十年の間に中国語で１８種の

著作を執筆した。キリスト教関係以外の著作を挙

げると，『全体新論』（生理学），『博物新編』（博

物学），『西医略論』（外科医学），『婦嬰新説』，

『内科新説』（病証論，薬剤論）の５書である。

「合信五種」あるいは「西医五種」と総称され，

中国における西洋医学発展の発端となったものと

されている。（趙璞珊「合信≪西医五種≫及在華

影響」近代史研究１９９１年第２期）

中国で刊行されたホブソンの科学書はまもなく

わが国に舶載され，訓点を付した和刻本，和訳し

解説した和解本などが５書すべてについて刊行さ

れ，幕末明治初期における日本の医学界に大きな

影響を与えることとなった。（吉田寅「中国キリ

スト教初期医療伝道史研究」立正大学文学部紀要

１２（１９９６））

『婦嬰新説』についても２種の和刻本が刊行さ

れた。一つは京都で安藤桂洲が安政６年（１８５９）

に刊行したもの，他は江戸で三宅艮斉（みやけご

んさい）（１８１７－１８６８）が刊行し，万屋兵四郎が

発売したもの，すなわち本書である。書中に刊行

年はないが桂洲のものと同年であろうと推定され

ている。原書の発行の１年後である。

ところで，艮斉の長子三宅秀（ひいず）（幼名

復一）（１８４８－１９３８）が壮猶館翻訳方として金沢

に赴任したのは慶応３年（１８６７）である。黒川良

安と，のちに東京大学医学部の発展に尽力し，学

位制度発足とともに医学博士第１号となった三宅

秀との間で，『婦嬰新説』について会話の時間が

あったかもしれないと想像するのは，まったくの

夢想であろうか。

（情報サービス課図書館専門員 梶井重明）

こ だ ま 第１３６号 ２０００年１月１１日

【写真２】『婦嬰新説』上巻扉と下巻表紙
（中央館四高蔵書）

【写真３】双子の胎内図
（７葉４１図ある挿図のうちの一）
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図書館のトピックス 情報検索コーナー，
機器増設してもまた行列
（中央館）

１９９９年９月末に５台増設して１０台になったばか
りの，情報検索コーナーのインターネット用パソ
コンですが，１０月に新学期が始まると同時に終日
満席となり，順番待ちの行列が再び発生していま
す。増設も簡単には進みませんので当面は譲り
合っての利用をお願いします。
インターネット用のほかに OPAC，各種文献
データベース用パソコンも９月に再編成し，いず
れも頻繁に利用されています。

（資料サービス係）

文献複写コーナー，
カード式を増設し２台体制に
（中央館）

需要が急増している文献複写に対処するため，
これまで１台で運用していたコイン式コピー機に
加えて，１９９９年１１月からプリペイドカード式のコ
ピー機を設置しました。この２台は私費専用です。
利用にあたっては著作権法の規定を遵守してくだ
さい。 （相互利用係）

薬学部図書室にも
情報コンセント登場

薬学部情報教育環境改善およびネットワーク
増設の一環として，薬学部図書室（宝町キャンパ
ス）にも１０ポートの情報コンセントが設置されま
した。

DHCP接続のため，利用者はケーブルと LAN
カードを用いての接続です。インターネットによ
る各種情報検索および Eメールも利用できます。
なお，中央館（角間）に１４ポート，工学部分館
に２４ポートの情報コンセントがすでに設置されて
います。 （薬学部図書室）

平成１１年度目録システム
地域講習会を開催しました

１９９９年１０月１３日（水）から１５日（金）にかけ
て，学術情報センターとの共催で目録システム講
習会が附属図書館を会場に開催されました。
この講習会は，これまでも本学で開催されてお
り，NACSIS−CAT（学術情報センター目録シス

金沢大学附属図書館報

【情報検索コーナー】今や就職活動にも必需品と
なったWWW，どんどん活用してください。

【文献複写コーナー】左側が増設機（機種は同じ）。
順番待ちのいらいらもこれで解消するでしょう。

【薬学部図書室】窓側に１０口。電源コンセントもあ
ります。

－ ６ －



テム）参加館から１０名（うち学外から８名）が受
講しました。今回は学術情報センターから中村英
治氏（事業部目録情報課）が講師に加わり，業務
用端末やビデオを利用しての講習が行われました。

（電子情報係）

平成１１年度NACSIS－IR
地域講習会を開催しました

１９９９年１１月１２日（金），学術情報センターとの
共催で NACSIS−IR地域講習会が総合情報処理セ
ンターを会場に開催されました。
この講習会に，当日学内外から３０名が受講しま
した。今回は，講師として学術情報センターから
木村優氏（事業部データベース課），山西秀幸氏
（管理部共同利用課），早川英岐氏（事業部デー
タベース課）を迎え，講習が行われました。

NACSIS−IRは，学術情報センターがデータベー
スを提供する，オンライン情報検索システムで，
本学でも，多数の教官・大学院生などが利用登録
しています。

（電子情報係）

資料館で展示
ハンズ・オン－四高物理実験機器のある風景
３月まで好評開催中

１９９９年１１月１日（月）～１１月５日（金）の期間
で行いました特別展「hands on―四高物理機器の
ある風景」では，四高物理機器の一部を実際に触っ
たり，操作できる展示にすることで，当時の風景
に想像をふくらませていただけるよう工夫しまし
た。ハンズ・オン（hands on）とは，マインズ・
オン（minds on），つまり心が動かされることだ
といわれています。
今回は当館所蔵のものだけでなく，県の自然史
資料整備室より多数出品していただきました。ハ
ンズ・オン展示は主に，そのお借りした四高物理
器械やそのレプリカです。好評につき，２０００年３
月まで常設展として展示してありますので，「物
理はちょっと苦手…」という方も是非，一度足を
お運び下さい。自分の目で見て，手で触れて試し
て下さい。これまでは気がつかなかったおもしろ
さに出会えるかも？
資料館展示室は平日午後１時から午後３時まで
開館しております。資料館へは図書館中央館２階
からお入りください。

（資料館）

こ だ ま 第１３６号 ２０００年１月１１日

【NACSIS-CAT 講習会】主に北陸地区の大学図書
館員が参加して，中央館で業務実習を受けています。

【NACSIS-IR 講習会】IRはWWW版の登場でとて
も検索しやすくなりました。

【資料館ハンズ・オン】見ただけでは用途不明の謎
の機器も，実際に触れて試せば「なるほど！」。

－ ７ －
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ホームページから ILL 申込み
中央館で１月に試行開始
http : //www 2.lib.kanazawa-u.ac.
jp/illlogin.html

図書館のホームページから文献複写・借用の申
込みができるようになりました。現在はまだ試行
の段階ですので，角間地区・辰口地区・臨海実験
所に勤務されている“教職員”に限って利用者登
録を行っています。また，文献複写・借用の申込
み先は“中央図書館”のみです。
利用手順
１．利用者登録をして下さい。
図書館の速報誌『ひかり』No．１０１により登録
して下さい。図書貸出のための手続きをまだ行っ
ていない方は併せて登録していただきます。
２．図書館ホームページから“文献複写・借用申
込み（試行版）”に接続し，必要事項を入力して
下さい。
このシステムに対するご要望などをお寄せ下さ
い。
（参考調査係 E−mail : sanko@kenroku.kanazawa−u.ac.jp)

としょかん日誌
（１９９９年９月～１１月）

９月２９日 第６回継続教育コース・医学図書館研究
～１０月１日会（東京大学），中村律子（医学部図書係）出席
９月３０日 金沢地区大学図書館協議会講演会（小松短期大

学）小川恭弘，澤桂子（資料サービス係）出席
９月３０日 第１２回北信越地区医学図書館員研修会（金沢医
～１０月１日科大学）喜多宗喜（医学部図書係図書主任），

林裕紀子（医学部図書係）出席
１０月１３日 目録システム地域講習会（金沢大学）
～１５日

１０月１４日 第２０回北信越地区医学図書館協議会（信州大
～１５日 学）野村洋子（医学部図書係長）出席

１０月１８日 平成１１年度第２回総合目録データベース実務研
～１１月５日修（学術情報センター）守本瞬（図書情報係）

受講
１０月１９日 EDC/DEPトレーニングセッション（駐日欧州
～２２日 委員会）宗近美佐子（参考調査係）受講

１０月２１日 北信越地区国立大学図書館研修会（富山大学）
～２２日 村田勝俊，（電子情報係長），屶網外志子（相

互利用係長）受講
１０月２８日 南京図書館から視察
１１月１日 資料館特別展「Hands on四高物理実験機器のあ
～５日 る風景」

１１月２日 学術情報センターシンポジウム（日本教育会
館）中条康純（電子情報係）出席

１１月４日 金沢地区大学図書館協議会特別研修会（小松短
期大学）小川恭弘（資料サービス係長）他２名
出席

１１月５日 資料館特別講演会「ハンズ・オンの魅力」染川
香澄氏講演

１１月９日 平成１１年度大学図書館職員講習会（大阪大学）
～１２日 宗近美佐子（参考調査係），香川文恵（医学部

図書係）出席
１１月１０日 石川県地区国立学校等会計事務職員研修（辰口
～１２日 研修センター）橋美穂（雑誌情報係）出席

１１月１２日 NACSIS−IR地域講習会（金沢大学）開催
平成１１年度石川県図書館大会（石川県社会教育
会館）越野正勝（情報管理課専門員）出席

１１月１６日 パソコン研修，ワード・エクセル（金沢大学）
～１８日 屶網外志子（相互利用係長），中条康純（電子

情報係），香村伸子（雑誌情報係），尾野江利子
（資料サービス係），高田友子（図書情報係），
中川美穂子（医学部図書係）受講

１１月１８日 平成１１年度北信越地区国立大学附属図書館事務
～１９日 （部・課）長会議（福井厚生年金会館）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

１１月２６日 国立大学図書館協議会理事会（名古屋大学）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

１１月２９日 ホームぺージ研修（金沢大学）中条康純（電子
～１２月３日情報係），中村律子（医学部図書係）受講

＊「編集後記」は紙面の都合で今回は割愛いたしました。

金沢大学附属図書館報

【WWW経由の
ILL 依頼申し込み
画面例】
画面仕様などは予
告なしに変更され
ることがあります。
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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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