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欧州で進む大学図書館のネットワーク化，さて金大は？

バーミンガム大学，オスロ大学図書館探訪記

●和田敬四郎（附属図書館長・大学院自然科学研究科（生命科学専攻）教授）

２０００年７月後半，英国バーミンガムで開催され
た国際生化学会への参加を兼ねて，バーミンガム
大学附属図書館を訪ね，施設見学と共にお互いに
抱えている問題点について情報交換をした。また
その旅行の途上，立寄ったノルウエーのオスロ大
学の図書館をも訪ねた。その時の情報をかいつま
んで書くことにする。
英国は，１９７２年に大英博物館をも含めたいくつ
かの国立の図書館を大合併して British Libraryを
作ったように図書館の先進国である。また，北欧
は，産業構造や隣接諸大国との歴史的な関係から，
早くから外国研究を重視してきたところである。
そしていち早く４カ国の協力による図書館ネット
ワークを実現させた国々である。

まずはインターネットを利用して訪問したい旨
直接申し込んでみた。数日後に副館長のアボット
さんから丁寧な返事が来て，二人のスタッフが会
うように取り計らいますということだった。その
後さらに大学の案内とキャンパスの地図，それに
館長のサイン入りのカードが送られてきた。市内
の中心部からは地下鉄で約２０分。大学の南門はお
城を思わせる厳めしい建物だ。それをくぐると時
計塔のある学長広場（Chancellor’s Court）に入る。
塔を巻くように進むとバルコニー付の古めかしい
建物が正面に現れる。これが附属図書館である。

１）電子ジャーナルについて
バーミンガム大学では電子ジャーナルについて
は理系からの要望が強く，１９９７年からいくつかの
出版社と交渉に入り，現在では National Electric
Site Licence Initiativeという事業体を作って国全
体で契約する方式を取っている。各大学の図書館
はタイトル数に応じた金額を支払う。このような
システムは日本ではほんの試行の段階である。金
沢大学の図書館はジャーナル購読の決定権さえ
持っていない。日本の多くの大学では，図書館が
各部局や講座からでてきた希望をまとめて，それ
ぞれの出版社またはその代理店と交渉してジャー

ナルを購入している。全国の大学が参加したコン
ソーシアム（Consortium）の早期実現が望まれる。

２）図書館内・学内のネットワーク
大学図書館の情報ネットワークは，英国では全
国的に同じソフトウエアを使用している。購入し
た CD−ROMも完全にネットワークに載せ，共同
利用が可能となっている。金沢大学では購入して
いる CD−ROMは，スタンドアロン型もあり，ネ
ットワークに載せられないものもある。

３）図書目録の電子化
バーミンガム大学での図書目録の電子化は１９７２
年以降のものについては完成している。それ以前
のものについてはカードに頼っている。この点は
日本の方が進んでいるようだ。金沢大学でも遡及
入力が進み，現在では４６％が電子化されている。
１９７２年以前のものについては考えていないという
のも驚きである。英国では大学のエイジェンシー
化によって合理化を余儀なくされ，予算面で非常
に厳しくなった。大学図書館が何を現在必要とし
ているかを議論した上で，使い道が決められてい
る。これは見習うべきかも知れない。

金沢大学附属図書館報

バーミンガム大学の附属図書館建物（遠景）。
Chancellor’s Court（総長広場）から見る。後ろには
近代的な研究棟が見える。建物と建物の間が広く，全
体的にゆったりとした雰囲気だ。
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４）バックナンバーセンターについて
図書館の最も基本的な機能は書物等の資料の収
集・保存・提供である。物理的スペースの点で無
制限に蔵書やバックナンバーを増やすわけには行
かない。どこの図書館でも差し迫った問題である。
多くの大学附属図書館で，ジャーナルの重複やバ
ックナンバーの保管が問題になり始めている。将
来的には全国数カ所にセンターを設け，そこに使
用頻度の下がったバックナンバーを集め，依頼が
あれば２４時間以内にコピーの発送サービスができ
るようにする必要があろう。この問題については
避けて通れない問題だと認識しているとのことで
あったが，まだ議論にはなっていないようだ。

５）書誌の電子化と著作権の問題
完全な電子化図書館では全ての書誌がネット上
で閲覧できるようになっていることが条件である。
書誌の電子化は口で言うほど簡単ではない。バー
ミンガム大学の図書館でも書誌をすべて電子化す
ることは考えていない。膨大な資金と労力が必要
であり，著作権の問題もクリアーしなければなら
ないからだ。多くのヨーロッパ諸国では Close
Packing for Class Use（なんと訳せばよいのかわか
らないが，いろいろの書物から引用された情報を
元にして教室で使うテキスト的なものを作ること
らしい）については著作権は適応されないことに
なったという。アメリカでも教育・研究に使用す
る場合には著作権者の権利が大幅に制限されてい
るらしい。これらの点でも日本ではまだまだで，
教育や研究の重要性が十分に認識されていないこ
とになる。

６）図書館予算
バーミンガム大学図書館の全予算は日本円に換
算すると約１２億５千万円。その内定期刊行物
（Journals）の代金が２５％を占めるそうだ。これ
はすごい。金沢大学より１億円近くも多い（平成
１０年度金沢大学で雑誌類に充てられた費用は約２
億３千万円）。

７）利用者のモラルの問題
最近，バーミンガム大学図書館の悩みは，利用
者（特に学生）のモラルが低下していることだと
いう。ページを破り取る，閲覧室での飲み食い，
ラジカセ等。金沢大学の図書館本館ではこのよう
な光景にはまだお目にかかっていない。私のサー
べイが足りないのだとすれば，どこも同じ悩みを
抱えていることになる。

８）その他
まさに英国らしいと思ったことは，開館時間。
もちろん入退館システムが完備しているものの，
学期中は月曜から土曜まで，９時から１７時まで。
日曜は休館。夜間の開館や２４時間オープンは考え
られていない。

９）バーミンガムはこんなところ
バーミンガムは１９世紀イギリス産業革命の中心
として発達した都市。いわゆる英国のMidlandの
中心都市である。以前に NHKのテレビ番組でも
取り上げられていたが，英国には運河が非常に発
達していて，それを使った物資の輸送やレジャー
は今も盛んである。運河は野を越え，丘を越え，
国中に網の目のように繋がっている。パナマ運河
の原理もこの国には古くからあったことになる。
ナロー・ボートと呼ばれる幅の狭いボート（幅は
２mくらい，長さは２０m程の平底船）でののん
びりした旅は大都会の喧噪を完全に忘れさせてく
れるであろう。美しく飾りたてたものもあれば，
石炭運搬用の汚いものもある。田舎まで繰り出す
機会はなかったが，街中でほんの少しだけエール
を飲みながらその趣を味わうことができた。

■オスロ大学の図書館

ノルウエーは日本からは随分遠い国である。意
図して国土の開発をしてこなかったと聞く。街外
れの森には今もトロール（Troll，北欧の伝説に出
てくる超自然的能力を持つとされる悪戯好きの小
人）が棲み，別の世界がありそうだ。オスロ大学
のキャンパスは比較的新しいが，とても落ちつい
ていた。ウエスト・ゲートを入ったところに大き
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英国訪問の途中に立寄ったストラトフォード・アポン
・エーボンの街の小さなレストランの前で。
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なサクランボの並木があり，真っ赤に熟した実を
いっぱいぶら下げていた。夏のバカンス中にもか
かわらず，ブレカスタッド氏が応対してくれた。
彼は数学と自然科学系の図書館の図書館専門員。
オスロ大学の図書館は一昨年１０月に Arts & Social
Sciencesの図書館建屋が新築された。理系の図書
館は今でも各デパートメント（１３分館）に分散し
ている。

１）コンソーシアムの形成
コンソーシアムの形成は電子化雑誌の問題が発
生する以前（１９８８）から徐々に進行して，現在で
はスカンディナビアの３国とデンマークはすべて
コンソーシアムを通じて雑誌類を購入している。
彼は“to subscribe and to buy licences”といった。
図書館の地域協力のスカンディア計画（Scandia
Plan）は世界的に有名だということを帰国してか
ら知った。これら４カ国は中央図書館，大学図書
館がそれぞれ資料整備と相互利用を行うためにこ
の計画を立案し，１９５６年から取り組んでいるとい
う。フィンランドにはロシアに関する多くの資料
の蓄積があり，デンマークにはドイツ語の，ノル
ウエーには英語のすぐれたコレクションがあった。
これらをお互いに補完しあいながら相互利用しよ
うという考えにはまったく脱帽。コンソーシアム
の形成が早かったのもうなずける。日本の現状で
は電子化された形のみの購入は会計法で認められ
ていない。

２）図書目録の電子化
特殊なものを除いて全て完成している。全国の
どの大学からも，また公立の病院からもアクセス
できるようになっている。但しすべてノルウェー

語だそうだ。他の国からのアクセスにはどうして
いるのだろう。

３）その他
新しい図書館の内装が全て木製なのには驚いた。
階段も天井も机も椅子も書架も。最近の日本では
考えられない。ノルウェーのような小国では外国
語の教育が欠かせない。大学では２外国語の修得
が必須となっている。修得の中身を聞いて驚いた。
読む，書く，話すが出来ることがその内容である。
しかしブレカスタッド氏は，どんどんアメリカナ
イズされることに大いに不満を抱いていた。自国
語を大切にすることは外国語を習得するより大切
だと。これは日本人も大いに考えねばならないこ
とではないだろうか。最近来学されたロシア・ア
カデミーの極東支部のエリアコフ氏の『日本語は
非常にユニークな言葉。アルファベットを使う国
の人間にとっては特別の魅力を感じる。』という
言葉が思い出される。

外国のやり方をそのまま鵜呑みにすることは愚
の骨頂であろう。しかし，いろいろの国のやり方
を見てくると現在の日本で何をしなければならな
いのかがわかるような気がする。電子化，電子化
といわれているが，制度も整っておらず，資金も
ない，人もいない状態では，いたずらに騒ぎ立て
るだけになってしまうだろう。何ができるか，ど
うすれば多くの教職員・学生に理解が得られるか，
今最も求められているものは何か，議論の上で最
重要なことから着実に手を付けることが必要だろ
う。バーミンガムのパブで飲んだ細やかなビール
の泡の感触を思い出しながら，今こんなことを考
えている。

金沢大学附属図書館報

オスロ大学文系図書館内部。階高は高いが書架は比較
的低い。階段の踊り場が広く取ってあり，ロビー的な
使い方がされている。

オスロ大学文系図書館は一昨年１０月にオープンしたば
かり。情報コンセント付きのデスクが各階に２０台ずつ
並んでいた。さすがは森の国，フロア，天井，書架，
机，椅子それに階段もすべて木製だった。
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蔵書 第七回
散策

「満洲国」建国時の
政策宣伝ポスター

１９３２（昭和７）年の７月，建国間もない「満洲国」から，
一通の封筒が金沢の第四高等学校図書館宛に送られてきた。
縦３３．５cm，横２３．５cmの茶色の封筒で，中には折畳んだ６
枚のポスターと２枚の布告と布告の訳文一枚が入っている。
おそらく添状があったと思われるが，残念ながら残されて
いない。裏側には「満洲國奉天省／彰武縣公署／大道義行
／大同元年七月二十日」と書かれている。四高同窓会の会
員名簿などにより調査したところ，大道義行氏は昭和２年
３月，四高の理科乙類を卒業，九州帝国大学農学部農芸化
学科に進学している。昭和５年４月には学士試験に合格，
農学士となる。卒業後広島（郷里）で崇徳中学校の教諭を
つとめる。その後何時満洲へ渡ったかは不詳だが，恐らく
昭和７年３月１日の「満洲国」建国前後であろう。大道氏
は母校の図書館へ，「満洲国」建国を語る新鮮な資料とし
て送ったのであろう。「大同」は「満洲国」の元号で元年
は西暦１９３２年にあたる。封筒は中身が検閲できるよう，麻
紐で閉じてある。以下これらの資料のうちポスターについ
て簡単に紹介しよう。
� ポスター�
彩色刷。５４cm×３７．２cm。中国，朝鮮，蒙古，日本，満
洲の各民族および白系ロシア人と思える人々が満洲国旗を
振って，「満洲國」と書かれた城門から出てくる図。上部
に文があり，「王道政治」「民族協和」の文字がとくに大
きく書かれている。
� ポスター�
彩色刷。３８．８cm×５４．３cm。タンポポの咲く草原で，中
国人農夫の夫婦が赤ん坊を抱いて憩っている。満洲国旗を
持った子供たちが駆けている。空には白雲に乗った天女。
その衣装に「王道政治」と書いてある。
� ポスター�
彩色刷。５４．２cm×７８cm。（右側）赤枠に「満洲国」。笑っ
ている真っ赤な太陽。立派に稔った高粱と太った豚。夫婦
と子ども，赤ん坊の農夫一家。子どもの手に満洲国旗。（左
側）赤枠に「軍閥時代」。背景には「赤匪」と書かれた赤
い妖怪。涙顔の太陽。「軍閥」，「土匪」が「良民」を痛
めつけている。
� ポスター�
彩色刷。５３．６cm×３８．３cm。左上に「新国家的仁政」。大
きなタンクに「仁漿四溢」と書かれてあり，四つの蛇口の
下には「尊重民意」「除害救良」「力謀民生」「裕民富国」
の文字。

� ポスター�
彩色刷。５１cm×７７cm。（右側）２人の軍閥に重石を幾
個も乗せられ血を吐いている民衆。重石には「附加損」「公
債」「特別税」などと書かれている。（左側）山の端に日
の出の太陽がのぞいている。労働者，教育者，農民，商人
の四人が楽しい未来を語りながら団欒している。
� ポスター�
二色刷。７９cm×１０９cm。文字のみのポスター。中央に大
きく「我們要求的！」とあり，右側には「財政」，左側に
は「振興実業方略」として，新国家の政策を掲げてある。
「王道政治」と「民族協和」は，「傀儡国家」，「アウ
シュビッツ国家」，「アヘン帝国」などと呼ばれる「満洲
国」の表向きのスローガンであった。これらのポスターは
満洲国の宣伝工作を担当した国務院総務庁情報処で作成さ
れたものであろう。また，同封の布告は，「満洲国」建国
を中国人側から準備したとされる「自治指導部（于冲漢部
長）」の布告第１号（１９３１年１０月）とその訳文，および大
日本帝国軍司令官による鉄道および電線破壊にたいする布
告（１９３２年７月）である。
付言：大道義行氏は「満洲国」のいくつかの県公署の勤
務を経て，戦後帰国されたようである。昭和２３年の名簿で
は，広島で農業となっている。

（情報サービス課 梶井重明）
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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１１月～２０００年１０月
寄贈受入分）

加藤和夫（教育学部助教授）執筆
どうなる日本のことば
大修館書店 １９９９．１２
８１８：D６７６ 図開架

岩本健良（文学部助教授）執筆
大学入試データの解析
柳井春夫，前川真一編
現代数学社 １９９９．１２
３７６．８：D１３２ 図開架

野村（中沢）真理（経済学部教授）著
ウィーンのユダヤ人
御茶の水書房 １９９９．１２
３１６．８８：N８１１ 図開架

荻原新八郎（医学部助教授）著
呼吸理学療法学
医学書院 １９９７．９
４９３．３：O３４ 図開架

佐々木達夫（文学部教授）著
陶磁器，海をゆく
増進会出版社 １９９９．１１
２２０：S２５２ 図開架

出村慎一（教育学部教授）共著
健康・スポーツ科学入門
大修館書店 １９９９．４
７８０．１９：D３８９ 図開架

鏡味治也（文学部助教授）著
政策文化の人類学
世界思想社 ２０００．１
３８９．２４：K１１ 図開架

横山方子（がん研究所職員）著
加賀騒動 おもかげの譜
能登印刷出版部 ２０００．１
２１４．３：Y５４ 図開架

橋本哲哉（経済学部教授）分担執筆
石川県の歴史
山川出版社 ２０００．３
２１４．３：I７９ 図開架

金子曽政（名誉教授：元学長）著
つりふね草
０４９：K１６ 図書庫

船田哲男（工学部教授）編集
情報処理演習
金沢大学情報処理系テキスト編集
委員会著
学術図書出版 １９９９．４

００７．６：K１６ 図開架
村上清敏（文学部助教授）訳
この比類なき土地 ライアン著
英宝社 ２０００．３
９３０．２９：L９９１ 図書庫

前田久徳（教育学部教授）［著］
谷崎潤一郎 物語の生成
洋々社 ２０００．３
９１０．２６８：M１８４ 図書庫

永坂鉄夫（名誉教授：医学部）著
親愛なるヤンさん MY DEAR
JAN−SAN
能登印刷出版部 ２０００．４
２８９．３：N１４７ 図開架

李慶（外国語教育センター）共訳
宗元明詩概説 吉川幸次郎著
中州古籍出版社 １９９４．４
９２１．５：Y６５ 図開架

李慶（外国語教育センター）訳
中国小説世界 内田道夫編
上海古籍出版社 １９９２．７
９２３：C５５９ 図開架

井上英夫（法学部教授）翻訳・解説
国際高齢者年と国際行動計画
日本高齢者運動連絡会 １９９８．５
３６７．７：K７９ 図書庫

中村浩二（理学部教授）執筆（研究代
表者）
大学周辺の里山を活用した青少年
等の学習活動プログラムの研究開
発
金沢大学「角間の里山自然学校」
２０００．３
３７９．６：D１３２ 図書庫

横山方子（がん研究所職員）読解
大野木克寛日記抄壱
大地怒軒 読解解説編集 ２０００．６
２８９．１：O５８ 図書庫

関崎正夫（薬学部教授）著
化学よもやま話
東京化学同人 ２０００．６
４３０．４：S４６３ 図開架

関崎正夫（薬学部教授）著
北陸雪譜 きまぐれエッセイ集
能登印刷出版部 １９９９．７
９１４．６：S４６３ 図開架

横川善正（非常勤講師）著
スコットランド石と水の国
岩波書店 ２０００．６
２９３．３２：Y５４ 図開架

前田達男（法学部教授）
石川・生活ガイドブック
（ロシア語版）
石川県ロシア協会
（代表：前田達男）
２９１．４３：I７９ 図開架

梅鉢幸重（名誉教授：理学部）著
動物の色素
内田老鶴圃 ２０００．５
４８１．４：U４９ 図開架

辻村英之（経済学部講師）分担執筆
鹿島正裕（法学部教授））分担執筆

グローバルマインドが地球をかえる
JAPAN TENT開催委員会
２０００．７
３１９．０４：K２２ 図開架

佐川哲也（教育学部助教授）執筆
スポーツで読むアジア
世界思想社 ２０００．９
７８０．２２：H６６８ 図開架

松本陽子（前教育学部附属幼稚園教頭）著
ランプの詩
北国新聞社出版局 ２０００．２
３７６．１：M４３４ 図開架，図書庫

東田陽博（医学部教授）執筆
Slow synaptic responses and

modulation / K．Kuba．．．[et al．］
（eds．）．
New York : Springer，２０００

WL１０２．８：S６３４ 医図書
野口昌邦（附属病院助教授）編集
乳癌縮小手術「センチネルリンパ

節生検と乳房温存再建手術」について
協和企画，［２０００．１］
WP８７０：N９９９ 医図書

竹原和彦（医学部教授）編集
「強皮症」知って！：皮膚硬化が
見られる膠原病の方に 竹原和彦，
佐藤伸一編集
芳賀書店 ２０００．３
WR２６０：K９９ 医図書

古川仭（医学部教授）執筆
鼻・副鼻腔 夜陣紘治本巻担当編
集委員
メジカルビュー社，２０００．９
WV５：S５５６：３ 医図書

真田弘美（医学部教授）共著
辱瘡ケアアップデイト
照林社 １９９９．１２
４９２．９４８：J７４ 医保図書室

尾田十八（工学部教授）共編
要素と設計 改訂版
培風館 １９９９．１１
５３１：K４７ 工図

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。

金沢大学附属図書館報
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図図書書館館のの
トトピピッッククスス

平成１２年度金沢大学資料館特別展
「書籍展 小泉八雲と教え子の四高教授たち」
が開催されました

１０月１０日から２０日まで，資料館で標記の展示が
行われ２６０名の方が来場されました。この展示に
は中央館の旧制四高蔵書や岸文庫，暁烏文庫など
から小泉八雲関係資料が多数展示されました。会
期中の１０月１７日には，展示にご協力いただいた八
雲研究家の染村絢子氏による講演会が開催され学
生を中心に５３名の参加を得ました。（資料館）→
表紙写真参照

自然科学系図書館新営計画の
進捗状況について

角間地区に薬学部，工学部，がん研究所が新営
・移転する第２期総合移転計画は，現在用地造成
工事がほぼ終りに近づき，平成１３年度からは学部
研究棟の建物建設を始めるという段階に来ていま
す。
この計画の中で図書館は，現工学部分館，薬学
部図書室などを母体として自然科学系図書館新営
計画を構想し，平成３年度に図書館委員会の下に
検討委員会を，また平成８年度にはワーキンググ
ループを設置して検討を重ねてきました。

このほどワーキンググループが取りまとめた
『自然科学系図書館新営の基本設計に係る検討結
果について（報告）』が図書館委員会（９月２８日
開催）で了承され，現在関係部局やキャンパス移
転計画検討委員会などで検討が行われています。
（計画進行状況は随時掲載予定です）

平成１２年度 NACSIS−IR地域利用説明会，
目録システム地域講習会を開催しました

９月７日，国立情報学研究所との共催で
NACSIS−IR地域利用説明会を総合情報処理セン
ターにて開催しました。NACSIS−IRは，国立情
報学研究所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。
また１０月１１日から１３日まで，同じく情報研との
共催で目録システム地域講習会を図書館中央館に
て開催し，NACSIS−CAT（情報研の総合目録シ
ステム）参加館から８名（うち学外から５名）が
受講しました。 （電子情報係）

平成１２年度漢籍整理長期研修の報告

６月２６日～７月７日まで，及び９月２６日～
１０月６日までの４週間にわたり，東洋文化研
究所（東京）において，標記の研修に参加し
ました。漢籍の目録法だけでなく，四庫分類
の成立過程，中国語，朝鮮語の基礎，和装本
の補修法などを研修しました。金沢大学図書
館には，目録に登録されていない漢籍及び国
書が多数あります。本格的な目録作業はまだ
始まっていませんが，今回の知識を活用して
いくつもりです。 （図書情報係 守本瞬）

こ だ ま 第１４０号 ２００１年１月１０日

目録システム地域講習会のもよう。

第２期総合移転計画の用地造成工事の様子。２０００年１２
月撮影。
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医学部・工学部の各分館，保健学
科図書室でも，WWWからの文献
複写・借用受付を開始しました

従来用紙に記入して申し込んでいただいていた学外
文献の複写・借用申込（ILL）が一部，図書館のWWW
サイトからも出来るようになりました。利用条件等は
以下の通りです。
� 医学部分館（tel．０７６－２６５－２１４１）： 教職員の

み。校費支払い分のみ。利用申請書の提出が必要。
� 工学部分館（tel．０７６－２３４－４５６５）：教職員のみ。

校費・私費分。利用申請書の提出が必要。
� 保健学科図書室（０７６－２６５－２５１８）：教職員のみ。

校費支払い分のみ。利用申請書の提出は不要。
詳しくは各館にお問い合わせ下さい。

としょかん日誌
（２０００年９月～１１月）

９月１日 平成１２年度北陸地区国立大図書館会計担当者会
議（福井大学） 野村洋子（医学部図書係長）
金木英代（雑誌情報係）出席

９月７日 NACSIS−IR地域利用説明会
９月１１日 NACSIS−IRデータベース研修（国立情報学研
～１４日 究所）宗近美佐子（参考調査係）受講
９月１３日 平成１２年度会計系事務職員簿記研修 林悟（総
～１１月１７日務係）受講
９月１８日 平成１２年度総合目録データベース実務研修（国
～９月２９日立情報学研究所）松原美重子（参考調査係長）

受講
９月２６日 平成１２年度漢籍整理長期研修（東京大学）
～１０月６日守本瞬（図書情報係）受講
９月２９日 金沢地区大学図書館協議会講演会（七尾短大）

越野正勝（情報管理課専門員） 小川恭弘（資
料サービス係長）出席

１０月５日 第１３回北信越地区医学図書館員研修会（松本
～６日 歯科大学）林裕紀子（医学部図書係）受講

１０月６日 日本薬学図書館協議会北陸地区協議会総会（富
山医科薬科大学）上島のり子（薬学部図書室）
出席

１０月１０日 資料館特別展「書籍展 小泉八雲と教え子の
～２０日 四高教授たち」開催

１０月１１日 目録システム地域講習会
～１３日

１０月１１日 EDC/DEPトレーニングセッション（駐日欧州
～１３日 委員会）大塚志乃（工学部図書係）受講

１０月１７日 資料館公開講演会「小泉八雲と教え子の四高教
授たち」 染村絢子氏講演

１０月１９日 東海北陸地区著作権セミナー（金沢市）山川啓

～２０日 美，岡本直子（図書情報係）巌本順子（資料サー
ビス係）谷口サチ子（相互利用係）出席

１０月２４日 東海・北陸地区係長研修（金沢市）巌本康治
～２７日 （工学部図書係長）受講

１０月２６日 第２１回北信越地区医学図書館協議会（新潟大
～２７日 学）野村洋子（医学部図書係長）出席

１０月２６日 平成１２年度北信越地区国立大学図書館職員研修
～２７日 会（北陸先端科学技術大学院大学）松原美重子

（参考調査係長）金木英代（雑誌情報係）出席
１１月６日 平成１２年度大学図書館職員講習会（京都大学）
～９日 中条康純（電子情報係）受講

１１月１０日 金沢地区大学図書館協議会特別研修 梶井重明
（情報サービス課専門員）出席

１１月２０日 平成１２年度北信越地区国立大学附属図書館事務
～２１日 部課長会議（上越市）郡司良夫（事務部長）奥

田道夫（情報管理課長）米澤章雄（情報サービ
ス課長）出席

１１月２０日 NAIST電子図書館学講座（奈良先端科学技術大
～２２日 学院大学） 林裕紀子（医学部図書係）受講

１１月２９日 平成１２年度石川県地区国立学校等事務職員研修
～１２月１日・会計（辰口町）中条康純（電子情報係）受講
１１月３０日 平成１２年度石川県図書館大会（鶴来町） 郡司

良夫（事務部長）杉本美子（図書情報係長）小
川恭弘（資料サービス係長）北村久美子（総務
係主任）出席

編集後記

この数年の「こだま」を振り返ると，電子化やネッ
トワーク化の話題が多いことにあらためて気づかされ
ます。今後は地域との連携や大学開放も話題になるか
もしれません。２１世紀も金大図書館をどうぞご利用く
ださい。 （編集担当 資料サービス係 小川）

金沢大学附属図書館報

利用申請書とマニュアルも図書館WWWに掲載され
ています。http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/
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電子メールアドレス postman＠syswk．lib．kanazawa-u．ac．jp

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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