
こ だ ま第１３７号 ２０００年４月１日 ISSN ０９１５―８７８２

目 次

（新入生特集）
情報を使う力，持っていますか？インターネット，WWWホームページ，
情報検索 図書館なら１年生でもすぐに始められます。…………………………２

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～」今年も開講……５

コーナー紹介
新聞縮刷版コーナー……………………………………………………………………５

蔵書散策 第五回
紀州新宮城主水野忠央旧蔵『古事談』と天保改革の出版検閲「学問所改」……６

トピックス 「シラバス（授業計画）１９９９」図書の購入整備が完了 …………７
WWW上で利用できるデータベース紹介
国立国会図書館蔵書と ERIC ………………………………………７
テレビに登場！ 中央館・資料館を一般市民に紹介……………８
中央館の貸出規則が４月１日から変わります……………………８

としょかん日誌（１９９９年１２月～２０００年２月）…………………………………………８

３月にテレビ放映された中央館・資料館の紹介番組のため，１
月２７日に中央館で収録が行われました。（８ページ参照）

－ １ －



情報を使う力，持っていますか？
インターネット，WWWホームページ，情報検索

図書館なら１年生でもすぐに始められます。

Qインターネットや情報検索は大学の勉
強に必要ですか？
A必要ですし，将来にわたって役立ちます。

例えば，金大図書館の本や雑誌を探す時に必

要な OPAC，これにもインターネットのWWW（ふ

つう，ホームページと呼ばれています）の技術が

使われているのです。

ホームページの充実ぶりはめざましく，専攻分

野によってはホームページにしか貴重な学術情報

が掲載されない場合も増えています。

就職活動にイ

ンターネットを

活用するのも当

たり前になって

きました。企業

のホームページ

を調べたり，電

子メール（これ

もインターネッ

トを活用してい

ます）で採用情

報を問い合わせ

たりする学生も

多いです。

また，専門分野の学術情報をたっぷり詰め込ん

だ CD−ROMもどんどん登場していて，パソコン

で簡単に情報検索が可能になっています。

インターネットや情報検索は学生の情報収集に

不可欠な道具になっています。

Qパソコンを使ったことがないし，キー
ボードもなんだか怖い。
A検索のための基本操作はごく簡単です。
すぐに慣れて楽しくなるでしょう。

中央館の情報検索コーナーには手続きなしでい

つでも情報検索に使えるパソコンがあります。操

作の手引きもパソコンの脇に用意してありますか

ら，ぜひ一度試してみましょう。どれも簡単に使

うことができますよ。

インターネット（WWW）用の１０台なら，キー

ボードに不慣れな人でもマウスをクリックするだ

けで，世界中のホームページを見ることができま

す。本格的に情報検索するにはキーボードで文字

を入れる必要がありますが，最初は指１本でたど

たどしくても大丈夫です。慣れてくると操作が楽

しくなることでしょう。
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図１ OPAC（オーパック。金
大の蔵書を検索できる）もホー
ムページです。OPACは世界
中から利用できます。
http : //www２.lib.kanazawa-u.ac.jp/

インターネット（WWW）
専用（図３，６，７を参照）

「雑誌記事索引」などの
オンラインCD-ROM
データベース専用
（図４を参照）

インターネット（WWW）
コーナーは混むので，
イスで順番待ちをお願
いします。

図２ 中央館の情報検索コー
ナー。いつでも手続きなしで自
由に使えます。

朝日新聞DNAなどの新聞
データベース（図５を参照）

OPAC専用（図１を参照）
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Q壊したらどうしよう。
A単純なトラブルは起こるのが当たり前，
これも経験のうち，と思ってください。

一番多いのが「固まってしまう」というトラブ

ルで，画面が何も動かなくなってしまう現象。プ

リンタが不調になるトラブルもよく起こります。

その他とにかくパソコン機器にトラブルはつきも

のですので，あまり怖がる必要はありません。た

いていは図書館のスタッフを呼べばすぐに直りま

す。ふつうに利用しているなら機械そのものが壊

れることはあまりないので心配せずにどんどん

使ってください。（とは言っても，トラブルなし

が図書館スタッフの願いです，ホント）

Qどうやって情報を探すのかわからない。
A漫然と使っても情報収集力はつきませ
ん。目的にあったツールを使い分けま
しょう。

その道の達人は，目的にあわせて最適な道具を

使います。皆さんにも情報検索のツールを紹介し

ましょう。

図書館の利用方法を知るには，金大図書館の

ホームページ。（図３）最新の開館日程も掲載されて

います。図書館の本や雑誌を探すには，OPACが必

要です。卒業までフルに活用してください。（図１）

レポートや論文を書くときは，雑誌にたくさん

掲載されている記事を上手に活用できるかどうか

が重要です。「雑誌記事索引」というデータベー

スをぜひ使ってください。（これは CD−ROMの
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情報検索の
ツール代表例
７ページの紹介記
事もご覧ください。

図３ 情報検索は図書館のホーム
ページから始めるのがおすすめ。
http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/

図４ 『雑誌記事索引』CD-ROM
版。数千種類の学術雑誌に掲載さ
れた記事を調べることができる。

図５ 朝日新聞DNA。１９８４年
から今日の朝刊まで，記事検索
ができて本文を読める。中央館
のパソコン１台で利用可能。

図６ Yahoo 日本版。ホーム
ページをテーマ別に紹介してく
れる。それ以外にもどんどん提
供サービスが拡大している。
http : //www.yahoo.co.jp/

図７ リクルート・ナビ。リク
ルート社が運営する就職情報の
大規模ホームページ。
http : //www.isize.com/RN/

－ ３ －



システムです。図４）

新聞の記事を過去にさかのぼって調べたいときは，

「朝日新聞 DNA」がおすすめです。テーマで検

索して，本文も読めてしまうのです。（図５）

世の中にたくさんあるホームページを探すとき

は，たとえば「Yahoo」（ヤフーと読む）がいい

でしょう。ホームページの情報をテーマ別にリス

ト表示したり，テーマで検索したり，最新ニュー

スが読めたり（しかも全部無料）できます。（図６）

最後に，就職活動をするときは，例えば「リク

ルートナビ」はいかがでしょう。就職難の時代です，

いまからしっかり企業研究してください。（図７）

なお，図書館は特定企業のホームページを推薦

できませんので，代表例として紹介しています。

Q見つけた情報って信用できるの？
A判断し活用するのはあなた自身です。
その力を大学で身につけてください。

「本サービスに収録されたデータは，朝日新聞社

が信用するに足るとみなした資料から成り立って

いますが，朝日新聞社はその内容の完全性，正確性，

有用性に関してはいかなる保証も行いません。」

これは「朝日新聞 DNA」の利用規程に掲載さ

れている注意事項です。正確だと信じられている

新聞記事でも決して誤りがないとはいえませんし，

昨日まで Aだとみんなが思っていたことが，今

日からは Bだと思うこともありましょう。人の

生命に関わる情報ならその信憑性を厳しく吟味す

る必要が出てきます。的確に情報を収集し，そこ

から真実を追究し，新しい知の地平線を切り開く

力，この力をこそ大学で獲得してください。今は

やりの言葉でいうとこの力が「情報リテラシー」

です。図書館はそんな皆さんの知的活動を応援し

ます。

Q集めた情報って勝手に使っていいの？
A著作権を守って利用しましょう。

ホームページや新聞記事，本や雑誌の内容など

はほとんどすべて著作物です。著作権法で認めら

れた範囲を超えて利用すると法律違反になります。

認められた範囲とは，文化の発展の見地から条

件つきでコピー等をしてもよいという規定です。

例えば，図書館内では，本や雑誌記事の一部分

を一人一部コピーしてよい，とか，レポート・論

文には，妥当な範囲内で他の著作物を引用しても

よい，などです。実際のルールはもっと複雑です

ので，文化庁の著作権制度のホームページなどを

ご覧ください。

http : //www.bunka.go.jp/8/VIII.html

Q慣れたら自分のパソコンを使いたく
なってきた
A図書館では自分のノートパソコンをイ
ンターネットに接続できます。

中央館には「情報コンセント」が全部で１２口あ

り，自分のノートパソコンをそこへつなげば，イ

ンターネットを利用することができます。接続マ

ニュアルも用意してあります。無料ですからいつ

でも持ち運んで，自由にホームページの情報検索

や電子メールを活用してください。ここまでくれ

ば，情報の達人への道は近い！（図８）

なお最初の利用時に備え付けの「ネットワーク

利用申請書」を図書館へ提出してください。

（まとめ 広報委員会）
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図８ 情報コンセント。接続はDHCP方式，１０base
-T／１００base-TX 共用。パソコンの他に LANカード
（あるいはイーサネットアダプタ）と短い接続用ケー
ブルが必要な場合があります。ノートパソコンは最
近の一般的な機種ならWindows でもMacintosh で
も OKです。詳しくはショップで相談してください。

－ ４ －



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～」
今年も開講

この科目は，学生の皆さんの自主的な学習を支

援するために開設されたものです。前期課程２単

位，金曜日２限目に開講され（第１回は４月１４日），

成績評価はレポートです。募集人員は６０名程度を

予定しています。授業は各学部の先生方に担当し

ていただいたり，図書館職員が担当して金沢大学

にある珍しい資料や図書館のサービス内容の説明

などを行います。また”図書館見学”をしたり，

パソコンを使っ

て図書館にある

本を探したり，

インターネット

の使い方などを

練習する予定で

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。 （参考調査係）

昔の新聞が読みたいのですが…

新聞縮刷版コーナー
（中央館３階）

昔の新聞，ちゃんと保存してありますよ。ただ

し小さく縮めて製本した「縮刷版」です。下の図

のように，今月と前月，前々月の新聞は原紙のま

ま保存して，約２ヶ月後に入荷する縮刷版と順次

取りかえます。時代によってはさらに縮小したマ

イクロフィルムの形態でも所蔵しています。近現

代史の研究などに活用してください。

新聞縮刷版は

貸出できません。

館内専用ですか

ら，必要に応じ

て文献複写（コ

ピー）サービス

を利用してくだ

さい。

（資料サービス

係）

こ だ ま 第１３７号 ２０００年４月１日

昨年の授業風景。総合教育棟と
中央館で行われます。

コーナー
紹介

縮刷版はひと月ごとに目次付き
で製本されています。全国紙の
縮刷版には地方面が掲載されな
いのが少々残念。
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蔵書 第五回
散策

紀州新宮城主水野忠央旧蔵『古事談』と
天保改革の出版検閲「学問所改」

鎌倉時代前期に成立したとされる説話集『古事

談（こじだん）』は写本の形で読み継がれ，よう

やく江戸末期嘉永年間に『丹鶴叢書（たんかくそ

うしょ）』中の一篇として刊行された。

四高蔵書中にこの『丹鶴叢書』の原本となった

『古事談』（江戸期写本，６冊）がある。このこと

は既に伊東玉美氏が調査，報告（「日本古典文学

会会報」１３０号 平成１０年７月）されている。以

下伊東氏の調査をもとに，諸書を参考にしながら

述べてみたい。

四高本各冊の扉に「新

宮城書蔵」という大きな

朱 印（８．３×２．５cm）が

押されている。紀州藩付

家老新宮城（別名丹鶴

城）城主水野忠央（みず

の た だ な か）（１８１４－

１８６５）の蔵書印である。

忠央は嘉永５年（１８５２）

１０代紀州藩主徳川治宝

（はるとみ）が没すると，

幼少藩主慶福（よしと

み）の補佐役となり，同

じ付家老の安藤直裕と謀

り，治宝の側近だった伊

達宗広を失脚させて紀州

藩の実権を掌握した。実権を握った忠央は，産業

振興や学問の奨励，軍事の刷新など，つぎつぎ新

しい改革を断行した。さらに幕府の中枢に力を伸

ばし，当時廃人同様といわれた１３代将軍徳川家定

の継嗣問題では，一橋慶喜をおす一橋派にたいし

て，井伊直弼と組んで南紀派の中心人物として活

躍，慶福（のち家茂）を１４代将軍に擁立すること

に成功した。 忠央は政敵からは“土蜘蛛”とあ

だなされて恐れられたという。しかし，桜田門外

の変で井伊直弼が倒れるや，謹慎を命じられ，慶

応元年（１８６５）新宮で卒した。５２才であった。

こうした権謀術数に富んだ敏腕政治家のイメー

ジの一方で，忠央は『丹鶴叢書』の出版事業によっ

て近世出版史上に不朽の名を残すこととなった。

『丹鶴叢書』は弘化４年（１８４７）から嘉永６年

（１８５３）にかけて刊行された。当初は一千巻を目

指すという壮大な計画のもとに進められたが，７帙

１５４冊までで中絶した。中古・中世の国書の一大

叢書で，その大半が当時未刊の稀覯書である。

ところで，四高本『古事談』の第１冊目を開く

と扉に「学問所改」（５．４×２cm）という黒印が

押されている。さらに上端に付箋が貼られており，

次のように書かれている。

開版不苦候追而出来之節一部ツヽ学問所江罷相

納候其節改済候年月日認添罷差出候事

未十一月十九日

そして，第６冊目の裏表

紙裏には「水野土佐守様蔵

板／安政七庚申年／五郎兵

衛町／書物問屋／願人徳兵

衛」と書かれた付箋が貼ら

れている。

「学問所改」印とこれら

の付箋は天保の改革によっ

てあらたに整備された出版

検閲制度（天保１３年６月）

金沢大学附属図書館報
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によって押印され，貼付されたものである。それ

まで書物問屋仲間が選んだ行事が点検し，許可を

決めがたいもののみ町奉行に伺い出るという，問

屋仲間の自主規制に依拠していた出版統制から，

幕府直接の検閲，納本制度へと強化されたのであ

る。あらゆる出版物が草稿のかたちで，著者→版

元→町年寄→町奉行所→学問所，という流れを通

り，幕府文教政策を所掌する幕府学問所（蘭書は

天文方，医学書は医学館）で検閲を受けることと

なった。（但し，『丹鶴叢書』などのような「諸

家蔵版」のものは直接学問所へ提出された。）

許可されたものには「学問所改」の黒印が押され，

「開版不苦候」の付箋が貼られたのである。そし

て学問所の改めが済むと，「売弘願（うりひろめ

ねがい）」が同じルートを通り，版元から町奉行

所へ出される。第６冊目の付箋はこれに関するも

のであろう。

当時の江戸奉行所の記録『市中取締類例集 書

物錦絵之部（「大日本近世史料」）』には『丹鶴叢

書』についての記録が５件ある。その内の１件に

水野忠央が学問所に宛てた掛合書がある。「書肆

より町奉行へ「学問所改」印の付いた元本（草稿）

と刻本（印刷物）を添えて売弘願を差し出したと

ころ，刻本ばかりか，貴重な元本も奉行所に留め

置いて返さないのは不都合である」というもので

ある。おそらくこれを受けて出されたと思える学

問所より南北両町奉行へ宛てた掛合書で林大学頭

は，今後元本を蔵版主へ返すようにもとめている。

『古事談』も忠央の手に返されたようである。

（情報サービス課図書館専門員 梶井重明）

図図書書館館のの

トトピピッッククスス

「シラバス（授業計画）１９９９」
図書の購入整備が完了

附属図書館では，平成８年度からの「シラバス」

に記載された教科書・参考書を購入し，利用に供

しております。平成１１年度についてもほぼ整備が

完了しました。

なお，「シラバス２０００」についても，整備を予

定しております。（図書情報係）

WWW上で利用できるデータベース紹介
国立国会図書館蔵書と ERIC

（１）国立国会図書館の蔵書検索システム

国立国会図書館の蔵書が３月からWWWで無

料検索できるようになりました。同館が１９４８年以

降現在までに受け入れた和図書２００万件と，１９８６

年以降に受け入れた洋図書２０万件を検索できます。

図書館では CD−ROM版を購入して同館の和図

書データを提供してきましたが，２０００年３月で購

入を中止しました。今後はこのWeb−OPACを利

用してください。なお，国会図書館は雑誌所蔵デー

タや雑誌記事索引データも今後WWWで公開す

る予定であると報じられています。

（２）ERIC（エリック）

米国の教育関係文献の英文データベース

で，１９６６年から現在まで，およそ１００万件の雑誌

論文データが検索できます。図書館では CD−ROM

版を購入してこれらのデータを提供してきました

が，２０００年３月で購入を中止しました。今後はこ

のWWW版を利用してください。（電子情報係）

こ だ ま 第１３７号 ２０００年４月１日

国立国会図書館の蔵書検索
http : / /webopac２.ndl .go .
jp：２０００/

ERIC http : //www.ericae.
net/search.htm
http : //ericir.syr.edu/Eric
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テレビに登場！
中央館・資料館を一般市民に紹介

３月１０日（金）１０：２０～１０：５０に地元のテレビ
局MROで，金沢大学放送講座「知の集積回路，
プロジェクト「金沢」」第８回の最後に部局紹介
として約２分半，一般市民向けの全般的な利用
案内が放映され
ました。さらに
１２日（日）７：
３０～８：００には
テレビ金沢の
「かなざわ散歩
道」で中央館・
資料館所蔵の
「お宝」を中心
に約６分間紹介
されました。
図書館として
もこれにあわせ

てホームページ

に一般市民向けの案内ページを新設するなど，開

かれた図書館づくりをする契機になりました。一

般の方の来館は今後徐々に増加すると思われます。

（資料サービス係）

中央館の貸出規則が４月１日から
変わります

下の表が中央館の新しい貸出規則です。改訂の
要点は，学生と教職員の区別をなくし，全利用者
共通になったこと，資料延滞の罰則が日数制に
なったことなどです。罰則については例えば，５
月６日期限の資料を，３日間遅れの９日に返却す
ると，１２日まで貸出停止。１３日から貸出可能にな
ります。 （資料サービス係）

としょかん日誌
（１９９９年１２月～２０００年２月）

１２月８日 冬期休業期間中の長期貸出期間
～２４日

１２月８日 文書実務研修（金沢大学）橋美穂（雑誌情報
係）受講

１２月８日 国立大学図書館協議会シンポジウム（横浜国立
～９日 大学）越野正勝（情報管理課図書館専門員）出席
１２月２５日 年末年始の休館
～１月４日
１月１９日 NAIST電子図書館学講座（奈良先端大学院大
～１月２０日 学）村田勝俊（電子情報係長）出席
１月２０日 平成１１年度国立大学附属図書館事務部長会議

（群馬大学）青山弘（事務部長）出席
１月２７日 MRO中央館取材
１月３１日 平成１１年度石川県図書館協議会（石川県社会

教育会館）橋本哲哉（図書館長）出席

３月１日 春季休業期間中の長期貸出期間
～３月３１日
２月２３日 セクハラ防止に関する講演会（金沢大学）米澤

章雄（情報サービス課長）小川恭弘（資料サービ
ス係長） 岡本眞由美（総務係庶務主任）中条康
純（電子情報係） 受講

２月２９日 テレビ金沢 「かなざわ散歩道」の番組収録

編集後記

情報リテラシーという言葉がよく聞かれるようになり，
新入生特集もこれをテーマにしてみました。数年前まで
「検索」は図書館の専門用語だったのに，これほど一般
化するとは思いもよらなかったことです。テレビ番組収
録も興味深いものでした。視聴者にわかりやすく話すの
は実に難しいです。しゃべりに詰まったりした失敗？場
面もカットされずに放送されたのは驚きでした。実際の
接客にやりなおしは許されないのですから，それでいい
のかもしれません。毎日が本番勝負ですね。

（編集担当 資料サービス係 小川）

利用者 貸出冊数
貸出
日数

更新（貸出期
限の延長）

延滞の罰則

学内の
全利用者
共通

図書・雑誌
合計１０冊
まで

（図 書 に は
AV資料を
含む）

図書は
３週間

２回まで
（予約が入っ
ている場合は
不可）

日数制で
貸出停止
（ただし
最大３０
日間まで）

雑誌は
３日間

できません

金沢大学附属図書館報

MROの収録の様子（１月２７日）。
OKが出るまで何度も繰り返し
ます。実際の番組はさすがプロ
制作者！ の出来ばえでした。
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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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