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古文書からインターネットまで

あなたの知的好奇心を

図書館がきっと満たします

新入生のための，写真と図で見る中央館特集

■全学で１５３万冊が
あなたの利用を
待っています

このうち，中央館建物内
だけでも約６５万冊の図書・
雑誌があり，ほとんどのも
のは自由に手にとって利用
できます。
最新の資料だけでなく，
地下の巨大な書庫へ入れば，
コレクションの多さに圧倒
されるでしょう。もちろん，
あなたも書庫へ入ることが
できます。
学内にある４つの分館・
図書室の資料も学生証で借
りられますし，教官の研究
室へ配置されている資料も
図書館カウンターで申し込
めば利用できます。さらに
他大学図書館の資料も有料
で取り寄せの申し込みがで
きます。

■古文書・貴重書，
お宝がいっぱい

左の絵，どこかで目
にしたことはありませ
んか。金大は江戸期の
藩校にまで遡る伝統校
ですから，図書館には
古くから伝えられてき
た資料も多く，大切に
保管されています。

金沢大学附属図書館報

学生証を受け取ったら，
早速図書館へ利用申請に
いらっしゃい！
「えっ，こんなことも図
書館でできるのか。」
「ここなら勉強三昧だ」
なんて思っていただける
ような図書館中央館を皆
さんへご紹介します。

▲３階マイク
ロ資料室

▲３階新聞縮
刷版コーナー

２階開架閲覧室。平日は夜８時まで開館。▲

■百年前の新聞もここに

過去の新聞は歴史の証言者。中
央館には新聞各紙を縮刷版で所蔵
しているほか，地元紙の北国新聞
（明治２６年創刊から）・北陸中日
新聞のマイクロフィルムを購入し
ています。もちろんこれらも自分
で利用できます。マイクロ資料の
利用はカウンターで申し込んでく
ださい。

地階保存書庫の暁烏文庫（約５万冊）は
この図書館最大の貴重な個人文庫。▼

■ビデオもCDもあります

紙の資料だけでなく，映像・音声
資料もあり自由に利用できます。
教育研究に有用なものを中心に現
在約３０００タイトルが揃っています。

▲

２階マルチ
メ デ ィ ア
コーナー

▲加賀藩の儀式を大正・昭和期の画家巌如春が描
いた『儀式風俗図絵』から「元日登城」。
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■ホームページ利用はもちろ
ん，文献探しの最先端ツール
も揃っています

情報検索コーナーではパソコンを
開放してWWWホームページ，蔵
書検索，文献探しが自由にできるよ
う整備しています。使わなきゃ損！
ですよ。

こ だ ま 第１４１号 ２００１年４月１日

▲２階情報検索コーナー。用途別に
分かれていて自由に利用できます。

▲情報コンセント付き座席
（２階と３階）。

▼図書館ホームページ。文献探しに
はここから出発しましょう。
http : //www．lib．kanazawa−u．ac．jp/

■自分のノートパソコン
でインターネットも利用
できます

この１年ほどの間に，自分の
ノートパソコンを図書館へ持っ
てくる方がとても増えました。
図書館では自分のパソコンをイ
ンターネットに接続できる，情
報コンセント付き座席を用意し
ています。（無料。初回に申請
書提出が必要です）

▼本学の蔵書検索（OPACオーパッ
ク）もWWWで簡単にできます。

●図書館中央館 開館カレンダー（４月～７月）●

●学生証（図書館利用券）で誰でも利用できる学内の図書館・図書室●
開館時間はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
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図書館講演会概要報告 ●●●●●●

大学改革と大学
図書館のかかわり

講師 北 克一 氏

（大阪市立大学学術情報
●●●●●● 総合センター教授）

２０００年１２月１２日に中央館 AV室にて標記の講演会が
学内外から多くの参加者を得て開催され，講師の北先
生から具体的で興味深いお話を多数伺うことができま
した。ここではその概要をご紹介します。

現在，大学は非常に揺れているが，設置母体で
ある大学の変化に伴い，大学図書館も変化を迫ら
れている。
現在の学術情報流通環境の変化，広く言えば世
の中の大きな変化の根底にあるのはデジタルとネ
ットワークである。通信と放送の主なトピックと
して，１９９２年にMosaicが登場して以降インター
ネットが爆発的に普及したことと，１９９８年頃から
徐々に通信と放送が融合しつつあることが注目さ
れる。
一方，大学図書館は，基本的に設置母体である
大学の附置施設であるため，大学の設置目的のあ
る部分を担うことが役目のはずである。大学の中
で，図書館としては今の人に対するフローの機能，
そして将来の人に対するストックの機能という２
つのサポート機能を持っている。
電子図書館は基本的にはマルチメディアデータ
ベースと検索の仕組みであり，パイロットスタデ
ィや試行運用段階から，サービス機能として実用
化へ向かっている段階にある。
学術情報流通の変化を見た場合，図書館も時代
性を帯びたビジネスモデルの一つという見方がで
き，オンライン書店や電子ジャーナルもトピック
として挙げられる。
学術情報の生産・組織化と保存という点では，
図書館システムは，現在行われているサービスを
統合的にシームレスにつなぐシステムへと向かう
だろう。
今後の大学図書館の方向として，次の３点が考
えられる。�ストックとフローの機能を含んでの
第二次情報流通装置としての図書館，さらに，�
情報の再生産構造をどう組み込んでいくのか，具

体的には教育や研究にどこまで役に立つ話なのか
ということ。また，�人的情報資源をどこまで展
開出来るのか。これらが課題になる。ただし，こ
うした課題解決のためには基礎となる資料費が必
要となる。
最後に，独立行政法人化や大学の統廃合も検討
されている現在，A大学イコール A大学附属図
書館という枠組みが永遠に存在する保証はない。
外部環境に強いられて失う領域，図書館経営資源
の再編のために積極的に手放す領域が出てきたと
きに，図書館として積極的に開拓する領域は何な
のかを考えていかなければならない。それは，少
なくとも，設置母体である大学の構成員の理解と
評価の中で進められることが，最低限の出発点だ
ろうと思われる。（まとめ 附属図書館広報委員会）

附属図書館ミニ・チェックリスト（会場配布資料から）
１．附属図書館の学生用途予算措置は，学内措置
がきちんとあるか。

２．学生に対する利用者教育は，新入生時だけで
はないか。

３．附属図書館が混むのは，試験期が中心ではな
いか。

４．大学院生を，研究者として対応しているか
（図書館のサービス内容）

５．レファレンスは専門分野にまで踏み込めてい
るか。

６．OPACですべての「蔵書」を検索できるのは
何時か（遡及入力計画）

７．すべての学術資料は，附属図書館サービスか
らアクセス可能か。

８．図書館の OPACは，多様な情報資源のゲート
ウェイを果たしているか。

９．「蔵書」の電子化は，教育・研究の活性化に
寄与しているか。

１０．学内生産情報を一元的に，収集，組織化，提
供しているか。

金沢大学附属図書館報

北 克一●きた かついち
１９９６年に開設された同センター（収容能力約３００万冊）
にその構想段階から携わる。専門は図書館情報学。
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蔵書 第八回
散策

石川県専門学校蔵書と
西田幾多郎

石川県が中学校教員の養成を標榜して，石川県啓明
学校を開校したのは，明治９（１８７６）年である。翌年
には，中学師範学校と改称。次第に教員，教科，設備
を充実させるとともに，学校の性格も東京大学などの
上級学校への進学校へと変貌していった。明治１４年，
法学科，理学科，文学科の専門３学科を擁する専門学
校となり，校名も石川県専門学校と改称した。当初，
修業年限は６年間で，最初の３年は予備科の課目を履
修し，後の３年はそれぞれの専門学科へ進んだ。やが
て，専門学科は４年間となり，予備科を改正し４年間
の初等中学科を設置している。全国有数の東京大学進
学校としての名声が高まり，北陸地方の俊才達がこ
ぞって入学した。
明治１９年７月２３日，辻新次文部次官が専門学校を巡
視した際の記録により，当時の図書館の蔵書数を知る
ことができる。それは次のようである。

国書 １０７５部 ６６０７冊
洋書 ３２２１部 ３４０９冊
図画 ４７部 ２８０冊

丁度，同じ７月河北郡宇ノ気町生まれの哲学者西田
幾多郎が初等中学科に入学した。西田幾多郎全集１２巻
（岩波書店，１９６６）に収載されているいくつかの文章
で西田は専門学校についてふれている。

「金沢は筆頭の大藩であつた所為か，明治の始，
他に先んじて西洋の学問が取り入れられ，比較的
進んだ専門の学校が設けられた。専門学校と云ふ
のは，藩の学校から色々に変つて来た学校である。
上級のものも下級のものも，教師も生徒も，皆友
達の様な本当に家族的な学校であつた。今に思出
が多い。私共は最後の生徒と思ふが，私共より先
輩の金沢出身者も，この学校又はその前身の学校
を通らないものはない。」（「明治の始頃，金沢の
古本」）

専門学校の書物について，「読本を一通終れば，マ
コーレーの論文を読むことになって居り，数学はトッ
ドハンタ，物理はスチューアルト，化学はロスコ，万
国史ならスウィントンといふ風であった。」と西田は
述べている。（「四高の思出」）
以下は専門学校あるいは中学師範学校の蔵書印が押
印されているものである。（末尾の記号は図書館請求記
号）

� マコーレー（Macaulay，Thomas Babington）

＊ 十数点あり，殆どが東京大学でリプリントさ
れたもの，およびそれをさらに書店がリプリント
したものである。一点だけ紹介する。
Milton : an essay．By T．Babington Macaulay．Tokio
: the Department of Literature of Tokio Daigaku，１８７７．
（四高６－２２－１８８）

� スチューアルト（Stewart，Balfour）
Physics．By Balfour Stewart．６th ed．London :
Macmillan，１８７６．（Science primers）（四高１０－３２－
７０）

� ロスコ（Roscoe，H．E．）
Chemistry．By H．E．Roscoe．New ed．London :
Macmillan，１８８０．（Science primers）（四高１０－４２－
６２）

� スウィントン（Swinton，William）
Outlines of the world’s history．By William Swinton．
Tokio : N．Tsudsuki，１８８３．（師範２０１：２８－３，４）
＊この図書は２部あり，専門学校閉校の際師範学
校へ移管されたものらしい。

トッドハンタ（Todhunter，M．A．）の数学書につ
いて，西田は，「数学の書と云へば，すべてトッドハ
ンタのものであったと思ふ。そしてそれが皆長澤龜之
助といふ人と川北何とかいう人の譯であった」（「コニ
ク・セクシヨンス」）とのべている。専門学校印のあ
る図書でこれに該当するものは遺されていない。ただ，
相当する図書が師範旧蔵書の中にある。その内の１点
を参考に紹介しておく。

代数学 （英国）突兌翰多爾（トッドハンタ）著，長
澤龜之助譯述，川北朝鄰校閲．東京 東京数理書院
明治１６（師範４１２：１１）

西田は翌２０年９月，第四高等中学校の開校とともに，
その予科第一級に入学した。専門学校の建物，設備，
図書および教員の大部分は高等中学校へ移され，生徒
も試験の結果大部分は入学したのである。

（情報サービス課 梶井重明）
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スウィントン「万国史」。生徒時代の西田はこの本を
手にしたかもしれない。

これらの蔵書は資料館の特別展（４／９�～４／２０�，
土・日は休み）でご覧になれます。

－ ５ －



図図書書館館のの
トトピピッッククスス

学生利用者もWWWで ILL（文献
複写・借用）を申し込めます
（中央館・医学部分館）

学部生・大学院生・研究生等の方も，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。利用される方は「利用申請
書」に必要事項を記入し，文献を受け取りたい図
書館，いつも利用している図書館のカウンターに
提出してください。「利用申請書」は図書館の
ホームページにも用意してあります。
現在は中央館・医学部分館でのみ受け付けてい
ます。 （参考調査係，医学部分館図書係）

メニューをクリックで簡単に起動
１００枚搭載可能の CD−ROM・DVD
チェンジャー（中央館）

増え続ける多様な CD−ROM・DVD−ROMなど
を簡単なメニュー操作で利用できるシステムを中
央館検索コーナーに昨秋導入しました。このチェ
ンジャーは，いわばジュークボックスのように
なっていて，パソコンの画面上に表示されたメニ
ューをクリックするだけで希望の CD−ROM・
DVD−ROMを利用できます。現在，３３タイトル
を搭載し，今後も可能な限り追加する予定です。

（資料サービス係，電子情報係）

オンライン・ジャーナルの最新情
報は図書館ホームページで確認を

オンライン・ジャーナルは冊子体を購読してい
れば利用できるものもありますが，オンライン料
金を上乗せしないと利用できないものもあります。
そして，その権利を得ても，さらに利用のための
手続きを行わなければならないものもあります。
図書館でその登録をする場合，多くの利用者が使
えるよう大学全体で利用可能な IPアドレスで行
うようしていますが，IDとパスワードが必要だっ
たり，利用範囲が制限されるものも多数あります。
また，十分に成熟していないため出版社等の方
針変更や統廃合により突然使えなくなる，別料金
が請求されることもあります。
以上の事情をご理解いただきご利用ください。
なお本学で利用できるオンライン・ジャーナルは，
図書館ホームページで随時ご案内しております。

（雑誌情報係）

金沢大学附属図書館報

最近追加されたものは，「イミダス」と「知恵蔵」の付録
CD−ROM，「現代法律百科大辞典」付録 CD−ROM，
EU Official Journal．Jan．２０００～など。

【WWW経由の ILL依頼申し込み画面例】
図書館ホームページから利用できます。来館せずにい
つでも依頼申込みができて便利です。

－ ６ －



今年も４月１３日に開講します
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」

この科目は学部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，金
曜日２時限目に次のような講義や演習を予定して
います。

� 大学図書館について
� 図書館の案内・使い方・所蔵資料
� 歴史資料のおもしろさ
� 思想史研究と図書館
� 科学史研究と図書館
� 気の利いた情報システム

（参考調査係）

誰でも参加できます
図書館オリエンテーション
５月～６月に開催（中央館）

図書館をよく知っていただくための説明会を，
５・６月に開催します。予定しているテーマは

� 「図書館見学」
� 「インターネットの使い方」
� 「蔵書検索（OPAC）」
� 「論文検索」
� 「新聞記事検索」

です。新入生の方，卒論を控えた方，レポート作
成に意欲のある方，どうぞご参加ください。詳し
い日時・内容は中央館速報「ひかり」や掲示等で
お知らせします。また，ゼミ単位での「図書館説
明会」（所要約９０分）も受け付けています。こち
らは日程調整のため予約をお願いします。

（参考調査係０７６－２６４－５２１４まで）

中央館の外壁タイル
全面張替え工事中
６月末にはピカピカに

中央館が足場と青いシートですっかり覆われて，
外光は入らない，騒音はひどい，と利用者の皆さ
んには大変なご迷惑をおかけしています。これは
傷んだ外壁タイルを全面的に張り替える工事のた
めで，２月１０日から６月２３日の工期を予定してい
ます。なお工事の状況によって中央館をとりまく
地下道や，２つの玄関のうちどちらか一方が通行
止めになることがありますが，中央館は通常通り
の日程で開館します。当分の間ご迷惑をおかけし
ますがよろしくご了解ください。 （総務係）

図書館職員も名札着用に
なりました

本学の行政サービス向上の一環として，３月１
日から事務系職員全員に職員証を兼ねた名札が交
付され，図書館でも職員は勤務中に名札を着用す
ることになりました。 （総務係）

こ だ ま 第１４１号 ２００１年４月１日

昨年度の演習授業の様子。受講者から面白かった，勉
強になった，などの感想が寄せられています。

このようにガリガリとタイルが削られてゆきます。

図書館内で何かお尋ねになりたい時は，名札を付けた
スタッフへ気軽に声をおかけください。
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一般市民向け貸出サービス
５月から中央館でスタート
石川県民と卒業生・元教職員を対象に

一般市民の生涯学習や調査研究活動に役立てて
いただくため，附属図書館は館内閲覧のかたちで
蔵書を公開してきましたが，この５月から中央館
ではこれに加えて一般市民の方に対する資料貸出
サービスを開始します。ご案内用パンフレット・
ホームページも今後作成する予定です。なお，分
館でも貸出サービス開始に向けてただいま準備中
です。 （資料サービス係）

●来場歓迎！●

第５２回暁烏記念式・記念講演

「世界宗教と日本人の宗教観」

講師 田川建三氏（元大阪女子大学教授）

日時■２００１年４月２８日（土）１３：３０から
場所■金沢大学サテライト・プラザ

（金沢市西町教育研修館内。
金沢市西町三番丁１６）

◆入場無料です。予約等は不要ですのでお気軽に
おこしください。
◆会場で暁烏文庫の記念展示も行います。
◆詳しい情報は図書館ホームページ，チラシ・ポ
スターにてお知らせいたします。
◆お問い合せは，附属図書館０７６－２６４－５２００まで。

暁烏記念式とは：松任市出身の仏教哲学者
暁烏敏（あけがらすはや）氏から個人蔵書
約５万冊が図書館へ寄贈されたことを記念
して毎年挙行されているものです。暁烏文
庫は中央館保存書庫に収蔵され広く利用さ
れています。

としょかん日誌
（２０００年１２月～２００１年２月）

１２月４日 慶応義塾大学図書館講演会（慶応義塾大学）和
田敬四郎（図書館長）出席

１２月７日 長岡技術科学大学副学長 資料館視察
１２月１２日 図書館講演会「大学改革と大学図書館のかかわ

り」北克一氏（大阪市立大学学術情報総合セン
ター教授）講演

１２月１３日 新 NACSIS−CAT/NACSIS−ILL説明会（名古屋
大学）村田勝俊（電子情報係長）出席 平成１２
年度石川県図書館協議会（石川県社会教育会
館）和田敬四郎（図書館長）出席

１２月１８日 冬季休業期間中の長期貸出期間（中央館）
～２２日

１２月１９日 服務制度等説明会（名古屋大学）北村久美子（総
務係総務主任）出席

１２月２７日 年末年始の休館
～１月４日
１月９日 新規採用職員資料館展示室見学
１月１０日 高知工科大学視察 和田敬四郎（図書館長）
～１１日
１月１５日 国際交流講演会「中国における日本語教育」（図

書館 AV室）李若柏氏（中国・東北師範大学教
授）講演

１月２４日 平成１２年度金沢大学専門職員・係長研修（金沢
～２５日 大学）松原美重子（参考調査係長）受講
１月２５日 平成１２年度国立大学附属図書館事務部長会議

郡司良夫（事務部長）出席
１月２９日 金沢市図書館協議会（金沢市）和田敬四郎（図

書館長）出席
２月１５日 大学図書館情報化促進会議（国立情報学研究

所）村田勝俊（電子情報係長）出席
２月２０日 NACSIS−CAT/NACSIS−ILL講習会担当者会議

（国立情報学研究所）村田勝俊（電子情報係長）
出席

２月２６日 平成１２年度ホームページ研修（金沢大学）大
～３月２日塚志乃（工学部図書係）受講
３月１日 春季休業期間中の長期貸出期間（中央館）
～３月２６日

編集後記

中央館の外壁工事で，新入生の皆さんに図書館の姿
をお見せできず，館内の環境もよくなくてごめんなさ
い。でも，美しく完成したら「こういう建物だったの
か」とびっくりすることでしょう。（小）

貸出を受けら
れる方

�石川県内に住んでいるか，県内に通
勤・通学している方。�本学の卒業生。
�本学の元教職員。

受付開始日 ５月１４日（月）から。

貸出の条件
中央館内に所蔵の資料に限ります。
冊数は図書雑誌合計５冊まで。
日数は図書３週間，雑誌３日間まで。

申 込 手 続
身分を証明できる書類（運転免許証・健
康保険証・学生証等）を持って，中央館
へ開館時間内においでください。年度末
まで有効の図書館利用券を発行します。

問い合わせ先 附属図書館資料サービス係
０７６－２６４－５２１１
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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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