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UQ Library と金沢大学附属図書館

附属図書館長 和田敬四郎

１．UQ Library
UQはオーストラリアの University of Queenslandのこ

とである。さる８月１８日から６日間ブリスベインで開催

された国際光合成会議に出席したついでに空き時間を利

用して UQ Libraryを訪問した。ブリスベインは冬でも

寒くなく快適で，蛇行するブリスベイン川をはさんで広

がる美しい街のあちこちにボーヒニアの花が咲いていた。

UQは学生数３万，面積は１９２５ha（金沢大学の７．３倍）

のオーストラリアでも有数の大学である。日本より早く

オーストラリアの大学は Agency化されていて，大学の

受け取るお金は連邦政府補助金（約５０％），州政府補助

金，授業料＊（約２５％），研究補助金，遺産，寄付等で

ある。St．Lucia Campusに本拠をおき，Gatton Campus

の他，市街地から５０km離れた Ipswichにも最近新しい

キャンパスを拡張した。

訪問の目的は，外国のいろいろの大学図書館の現状，

抱えている問題等々について意見交換をして，金沢大学

の附属図書館を今後どのように改革して行けばいいのか

を探ることにある。University of Birmingham＊＊と

University of Oslo＊＊に次ぐ３つ目の大学図書館訪問であ

る。はじめに UQ Libraryを概観してみよう。

UQ Libraryは「人々と情報を結ぶCybrary」をモットー

にしている。統計資料が少し古いが，蔵書数は２００万冊，

年間予算は人件費を含めて１６億円，日本流に人件費を除

くと８億８千万円（金沢大学の場合は学術雑誌の購入が

研究費で行われているが，それを加えると昨年度５億４

千万円強）である。職員は８５人で，supporting staffsを加

えると２５１人である。開館時間は金沢大学図書館とほぼ

同じ。やはり多くの分館（１３分館）を持っていて，夜間

遅く（２２時）まで開館している分館もある。サービス面

では貸出された本その他は１６０万件，その内で外部の図

書館との貸出・借入とも約３万冊。学術雑誌の購読は約

８０００タイトル（金沢大学は重複分も含めて２４００タイトル）。

注目は情報教育をすべて引き受けていて，昨年は約

１９００のクラスで３万人近い学生を対象に初歩から

Advanced Classまでの情報教育を行っていることである。

二点目は，１９９８年から毎年１億５千万円から２億円ほど

を新しいコンピュータやシステムの購入に当てているこ

とであろう。Libraryから Cybraryへの転換をはかってい

ることが伺える。Social Science and Humanities Libraryの

中に図書館の中心があり，２階から上が図書館で，２階

に受付，貸出デスク（自動貸出の機械も），参考図書，

ビデオ，それにデータベース，カタログ，インターネッ

トアクセスのための端末が多数ある。ここは多くの学生

がコンピュータの回りにたむろしていてワイワイガヤガ

ヤすごい場所である。１階に食堂とカフェテリアがある

関係で，多くの学生がペットボトルを抱えながら，中に

は何かをパクつきながらキーボードに向かっていた。３

・４階には書架が並び，書架を取り囲むように窓際に閲

覧机がびっしり並んでいる。ここはとても静かで，大学

院学生用のブース（登録制）もたくさんあった。２０～３０

人規模の端末を備えたトレーニング室が各階にある。ま

たかなり大きなコピーコーナーがあり，ここも相当の混

雑である。特記しなければならないサービスは，図書館

が各授業の講義ノートと読むべき参考書のリストを全学

生にインターネットを通じて配信していること，UQ学

生による過去の Thesesはマスター・ドクターとも収録

されていること，また遠隔地で働いているパートタイム

学生に図書館は講義ノート，参考資料および図書の郵送

によるサービス（返送のみ自己負担）をしている。

UQ Libraryもご多分に漏れず予算の縮小を余儀なくさ

れているという。オーストラリアドルの（数年間に米ド

ル・UKポンドに対し２５％）下落は相当の痛手で，冊子

体と電子ジャーナルとの両方を維持するために余分の予

金沢大学附属図書館報

図書館内に Information Center がある。ほとんどの端末
は占められている。
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算が必要になる。学術雑誌の重複をなくし，電子ジャー

ナルを出来るだけ多くするという方針から，予算削減は

その他のことでクリアーしたい。例えば種々の統計資料

の集め方を再検討するとか，自動貸出機をもっと有効に

使って人件費を減らしボランティーアで賄うとか。しか

し，学術雑誌の削減もある程度仕方がないと厳しい状況

を Acting Univ．Librarian（副館長に当たる人）のトッド

さんは話してくれた。来年はおよそ３５００万円分の雑誌を

キャンセルしなければならないとか。また冊子体ジャー

ナルはユーザーの希望が整うまで購入する。日本の大学

図書館は学術雑誌契約に問題を抱えているというと大き

くウインクして見せて，オーストラリアでも同じで，現

在 National Site Licencingの交渉が進行中だと話してくれ

た。

この後，いくつかの分館とキャンパス内を案内してく

れながら，水上バス“City Cat”のキー（Quay）まで見

送ってくれた。

２．金沢大学附属図書館
昨年暮，ある学術雑誌出版社日本支社のセールスマン

が突然やってきて，「あなたの大学は雑誌購読料が基準

金額に５００万円ほど足りませんので，オンラインのサー

ビスを受けられません。しかし，あと１タイトル１００万

円相当のこの雑誌を購読していただければ，オンライン

のサービスをサービスいたします」といわれた。UQ

Libraryと多少事情は違っていても，多くの学術雑誌価

格の高騰と研究費の逼迫から学術雑誌の購読をうち切る

ところが多く，このような事態になった次第である。学

術雑誌の購読を続けるか打ち切るかの選択権を図書館が

持たないことのもどかしさと同時に，この出版社のやり

方にも憤りを感じた。実際金沢大学の教職員・院生はこ

の出版社の発行している学術雑誌へのオンラインアクセ

スは出来ない状態にある。学術雑誌のオンライン化がま

すます進行する状況で，どのように対応すればよいのだ

ろうか。

図書館委員会の中に作られた「学術雑誌の整備に関す

る小委員会」では，現在全学に対しアンケート調査を行

い，今後の対応を考える上での資料を収集しつつある。

現在，金沢大学の学術雑誌の購読数は重複も含めると約

２４００タイトルである。またいくつかの学術雑誌は電子ジ

ャーナルとしても購読している。冊子体，電子ジャーナ

ル体いずれにおいても完全に重複を解消するとすると，

ざっと２４５０万円は節約できることになる。これは相当大

きな金額である。この金額を新たな学術雑誌の購読に充

てるならば相当数の購読が可能になる。一方では予算不

足のために平成１４年には購入中止予定の雑誌は２１６タイ

トルで２３４０万円で，重複雑誌をすべて無くすと節約でき

る金額と奇しくも同じである。最近では無料で Full Text

までオンラインで読める雑誌が多くなってきた。例えば

国立情報学研究所は１年間のテストケースではあるもの

の Oxford University Pressと契約し，OUPが発行してい

るジャーナルはすべて Full Textまで読める。UQ Library

でもそうであったように，ユーザーの希望が整うまでは，

また研究分野によっては冊子体の方が重要なものがある。

現在の種々の状況＊＊＊から考えて，大学全体では１部の

冊子体は必要であろう。冊子体と電子ジャーナルの両方

の購読となるとやや購読料は高くなるが，全学の教職員

・学生がディスプレイ上で読むことが出来るメリットは

大きい。

近い将来大学が独立行政法人化され，大学の運営や予

算の使い方が自由化されたときにどのようなフィロソフ

ィーで運営するか早急に考え，検討しなければならない

だろう。少なくとも学術雑誌に関しては，購読タイトル

数が多いに越したことはないが，むしろ各分野でのコア

となる雑誌（例えば１０００タイトル）は大学全体の予算（図

書館予算ともいえる）で購入すべきだろう。さらに緊急

を要する問題は学術雑誌の購入に際して，個々の図書館

が契約するのではなく，共同体を構築して National Site

Licenceを獲得することを考えねばならない。この点で

は日本は１０年以上も後れをとっている。

今回の UQ Library訪問で痛感したことは，かの図書館

が情報教育のみならず大学教育に深く関わっていること

である。８５名と図書館スタッフの数も多いが，Librarian

と教官との連携がうまくいっているのであろう。今後は

この点も勉強したい。

脚注
＊ オーストラリアの大学の授業料システムは複雑で，直接支

払ういわゆる Tuition Feeと連邦政府の the Higher Education

Contribution Scheme（HECS）を通じて支払うものとがある

ようで，後者にはいわゆる後払い制度がある。卒業後就職

して一定の収入を得るようになった後，その収入額に応じ

て一定の割合で返還して行く制度である。これは学生の選

択によるもので登録の時に学生が申告する。後払いの分も

連邦政府は大学に補助金と共に交付するようだ。
＊＊「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」（こだま １４０

号 ２００１年１月）参照
＊＊＊「私たちはグーテンベルグを超えられるか？」（こだま１３８

号 ２０００年７月）参照

こ だ ま 第１４３号 ２００１年１０月１日
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電子ジャーナル・ユーザー教育担当者研修会に参加して

参考調査係 野村洋子

８月２～３日，名古屋大学情報メディア教育センター
で開催された研修会に参加しました。この研修会は，国
立大学図書館協議会電子ジャーナル・タスクフォースが
企画したもので，図書館等でユーザー教育を担当する職
員の電子ジャーナルに対する理解の向上と利用者教育プ
ログラムの改善に資することを目的として，今回初めて
開催されたものです。

内容は，名古屋大学伊藤館長の基調講演「電子ジャー
ナルの現状と図書館の役割」，同じく名古屋大学小花シ
ステム課長の講演「教育プログラム・テンプレートにつ
いて」，電子ジャーナルデータベースを提供している５
社からの自社製品の詳しい説明や検索方法，質疑応答と
大変充実した研修会でした。

エルゼビア・サイエンス社深田氏の「電子ジャーナル
１０年の歴史は，インターネットの驚異的な発展と共にあ
る。１０年という一区切りを経て，すでに次世代データベー
スの開発も進んでいる」との言葉どおり，電子ジャーナ
ルが図書館資料としての確たる位置を占めつつあること，
図書館サイド，出版社サイドとも，電子ジャーナルに対
して安定感や将来性を持てるようになったことを，改め
て感じました。
また，電子ジャーナルに対する利用者の意識も，ここ
１～２年の間に大きく変化したように思います。特に理
系の研究者や学生にとっては，速報性，利便性において
プリント版をはるかに上回り，研究遂行上必要なものに
なりつつあり，導入に対する図書館への期待感も大きく
なっています。もちろんまだ電子ジャーナルにはクリア
されなければならない点は多々ありますが，私たち図書
館員がこれから電子ジャーナルに対して持つべき心構え
を示された研修会でもありました。

図書館サービスとしての電子ジャーナルの利用に多く
の経験を持っている名大，小花課長からの利用者教育に
関する講演は，論題どおり大変具体的で，これから導入
を進めていこうとしている我々後発館のよき手本となる
ものでした。電子ジャーナルのユーザー教育については，
これまで余り考えてはいませんでしたが，「利用者教育
は，より効率的な利用方法の習得や利用数の増加，利用
者層の拡大に大変効果があり，その結果，利用者の支持
を得てまた新たなデータベースの導入を図っていくとい

う輪ができる。利用者教育はその輪の素である。」との
お話で，図書館員も積極的にユーザー教育にかかわって
いくことの必要性を納得できました。

名大，伊藤館長の講演は，現在電子ジャーナル・タス
クフォースの主査をされているだけあって，「電子ジャー
ナルの現状と将来」，「電子図書館機能における電子ジ
ャーナルの位置づけ」，「電子ジャーナルの利用と普及
における図書館の役割」等，大変ヴィヴィッドな内容で
した。電子ジャーナルの課題，例えば高額な利用料金，
アーカイバルアクセスの問題，標準化等，導入・利用の
足枷となっていることがまだ多いことは確かであるが，
利用者がいつでも自由に利用できることや，利用記録が
残ることなど，これまでの図書館資料に無い特徴があり，
これからは情報技術利用協力者というような人を巻き込
んだ「図書館人」が必要となるであろうとの熱のこもっ
たお話しでした。

大学図書館の進むべき方向が多様化し，図書館機能の
変革要求を突き付けられている状況にあって，大学とい
う，研究・教育を行い，毎年新しい学生が供給される場
所にふさわしい図書館を考える上で，電子ジャーナルの
持つ可能性は，多いに期待できるのではないでしょうか。
激動の中に身を置くしんどさを感じるこの頃ではありま
すが，これもめったに味わえない機会と思って，この研
修会で学んだことをこれからの仕事に生かせていきたい
と思っています。
最後になりましたが，猛暑の中，名古屋大学附属図書
館の方々には大変お世話になりました。ここに載せまし
た写真も撮っていただいたものです。本当にありがとう
ございました。

金沢大学附属図書館報

名大伊藤館長の講演
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ありがとうございました

本学教官等著作
寄贈図書リスト

（２０００年１１月～２００１年８月受入分）

小牧純爾（名誉教授）著

心理学実験の理論と計画

ナカニシヤ出版，２０００．１１

１４０．７：K８１ 図開架

上田正行（文学部教授）共同執筆

古井由吉初期作品研究

金沢大学大学院文学研究科上田研

究室，１９９４．４

９１０．２６８：F９９２ 図書庫

梅田康夫（法学部教授）共同執筆

日本法制史論纂

服藤弘司先生傘寿記念論文集刊行

会編

創文社，２０００．１１

３２２．１：N７１９ 図書庫

浅見洋（非常勤講師）著

西田幾多郎とキリスト教の対話

朝文社，２０００．１０

１２１．６：A７９８ 図開架

伍賀一道（経済学部教授）共編

規制緩和と労働者・労働法制

旬報社，２００１．２

３６６．１４：K６１ 図開架

宮下孝晴（教育学部教授）著

フレスコ画のルネサンス

日本放送出版協会，２００１．１

７２３．３７：M６８５ 図開架

藤田繁（文学部教授）共同監訳

ウェセックス物語

トマス・ハーディ［著］

大阪教育図書，２００１．２

９３３：H２７２ 図開架

藤田繁（文学部教授）共同執筆

ヴィクトリア朝の小説

内田能嗣編

英宝社，１９９９．９

９３０．２６：U１７ 図開架

河原俊昭（非常勤講師）共同執筆

異文化理解の座標軸

淺間正通編著

日本図書センター，２０００．１１

３６１．５：A７９８ 図開架

古市大輔（文学部助教授）共訳

総動員帝国

L．ヤング［著］

岩波書店，２００１．２

２１０．７：Y７３ 図書庫

深谷松男（名誉教授）著

現代家族法 第４版

青林書院，２００１．３

３２４．６：F９６１ 図開架

森雅秀（文学部助教授）共著

The Devimāhātmya paintings

preserved at the National

Archives，Kathmandu

Centre for East Asian Cultural

Studies for Unesco，１９９５

７２２．５８：D４９４ 図書庫大型

森雅秀（文学部助教授）共同編集・解説

「デーヴィーマーハートミヤ」絵画

集

ユネスコ東アジア文化研究センタ

ー，１９９５

７２２．５８：D４９４ 図書庫大型

森雅秀（文学部助教授）共編

Five hundred buddhist deities

National Museum of Ethnology，

１９９５

１８６．８：F５６５ 図書庫

森雅秀（文学部助教授）著

インド密教の仏たち

春秋社，２００１．２

７１８．０２２５：M８５４ 図書庫

森雅秀（文学部助教授）共同執筆

高野山大学論文集

高野山大学創立百十周年記念論文

集編集委員会編

高野山大学，１９９６．９

０４１：K８８ 図書庫

森雅秀（文学部助教授）共同執筆

生と死；いのちを考える

高野山大学生命倫理研究会編

高野山大学，１９９９．３

４９０．１５：K８８ 図書庫

箭川修（文学部助教授）共著

新歴史主義からの逃走

松柏社，２００１．６

９３０．２：S５５６ 図開架

奥田晴樹（教育学部教授）著

日本の近代的土地所有

弘文堂，２００１．７

６１１．２２：O４１ 図書庫

興井綾子（附属小学校教諭）共同執筆

地域研究・地域学習の視点

小金澤孝昭［ほか］編

大明堂，２００１．６

３７５．１４：C５３ 図開架

安東醇（名誉教授）共著

放射線管理学 改題第２版

通商産業研究社，２００１．３

５３９．６８：I２５ 医保図書室

泉キヨ子（医学部教授）共編

病態生理・疾病論（１）

廣川書店，２０００．１０

４９２．９：S４５９：１ 医保図書室

泉キヨ子（医学部教授）共編

病態生理・疾病論（２）

廣川書店，２０００．１１

４９２．９：S４５９：２ 医保図書室

泉キヨ子（医学部教授）編

困ったときのリハビリテーション

看護

医学書院，２００１．７

４９２．９４７８：I９９ 医保図書室

尾田十八（工学部教授）共著

演習材料力学 新訂版

サイエンス社，２００１．４

５０１．３２：O２２ 工図

竹原和彦（医学部教授）

膠原病診療

診断と治療社，２０００．１０

WD３７５：K８８ 医図書

◆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部を図書館へ

ご寄贈ください。
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蔵書散策 第１０回

渡辺弼『まなびの日記』― 用和堂文庫礼法書の成立事情

小笠原流礼法の伝書を中心に，古記録，古文書，絵図，

瓦版など貴重な資料の宝庫である用和堂文庫の中から，

渡辺弼の『まなびの日記』を紹介したい。

用和堂文庫の旧蔵者渡辺家は尾張の出身で，土方領の

領知代官として能登へ来たのが当地との関わりの始めで

あるらしい。その後，長兵衛の代に前田家に召し抱えら

れた。その次男藤兵衛は兄の家に住まいし，医者を志し

たが若くして亡くなり，その息子次左衛門が新たに家を

興し，加賀藩礼法師範渡辺家の祖となった。因みに，

次左衛門が藩校の礼法師範を仰せつかったのが寛政５

（１７９３）年２月，江戸の小笠原家に弟子入りしたのが同

年９月である。次左衛門この時５０才であった。

用和堂文庫礼法書の多くはこの次左衛門の手によるもの

である。次左衛門には子がなく，５５才の時養子をむかえ

ている。喜内である。喜内にも子がなく，文政１２（１８２９）

年，定番御馬廻組笠間周太郎弟佐太夫を養子にむかえて

いる。通称佐太夫，本名弼，その時１６才であった。天保

１１（１８４０）年４月，養父喜内が病死し，弼は同年７月家

督を相続した。

『まなびの日記』（４冊，別帳１冊）は，弼が江戸詰を

命じられ，小笠原家に伺った天保１４（１８４３）年の３月よ

り文久２（１８６２）年閏８月まで，約２０年間の小笠原家と

の交流の記録である。日記は次の言葉で始められている。

「天保十四といふとしの弥生七日，東の詰として金沢

を門出し，同じき十九日に江戸の御屋かたへ着ぬ。夫よ

りして師の御許へ学びのため通ひ侍りし事の，年へて忘

れもやすると，ひなの艸に託して後のむま子（子孫）の

ためにそなへ畢。」

さて，注目したいのは，日記中，「破魔弓之書今日拝

借」（天保１４年５月２３日），「破魔弓之書写取返上致ス」

（同年６月６日）といった記事である。このように多く

の典籍の名が日記に記されている。 以下，例として『糾

方礼誼抄（ただしかたれいぎしょう）』について記事を

追ってみよう。なお「糾方」とは幕府の礼法師範を意味

している。

「糾方礼誼抄一之巻拝借仰付られ候，大切の本に候得

共御ゆるし申候，しかし是迄御亡父（喜内）ニも御写し

之なきハ不審の事ニ候，第一心得申べき書ニ候得バ，必

御写しと存候處，如何の訳にて御写し之なき哉，外門人

とも違，御手前方ハ格別の訳ニ候間，先達より親共より

御かし申候と存居候と平兵衛様御申成られ候。」（天保１４

年９月朔日）

将軍吉宗の命により小笠原家の当主は代々平兵衛を名

乗り，嫡子は孫七郎と称するようになる。この時の平兵

衛は小笠原常昭である。先の記事は，常方，常亮，常昭

と三代の師に，次左衛門，喜内，弼とこちらも三代の弟

子である渡辺家は特別の弟子であり，礼法の基本的な書

物である『糾方礼誼抄』を祖父か父の代に既に書写して

いなかったのは不審であるが，お貸しすると云うもので

ある。

「礼誼抄一之巻並配膳之次第第一冊返上」（閏９月１１

日），「礼誼抄二之巻又三郎（常昭弟）様より拝借」（１０

月６日），「礼誼抄二之巻返上，次冊之義ハ来月ニ至り

彼是繁勤ニて書写も仕兼候間，明春に至り拝借の段申上

金沢大学附属図書館報
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候」（１１月２８日），「糾方礼誼抄三冊目拝借」（天保１５年

１月３０日）［途中省略］

「礼誼抄十四五之巻返上次冊拝借致し候，是にて全相

済候段仰せられ候」（７月２９日），「糾方礼誼抄十六巻書

写相済返上仕候処，是ニ而全冊之終仰せられ候」（８月

１７日），「先達而（せんだって）書写致し候糾方礼誼抄，

表紙等出来ニ付今日持参，御奥書相願候（おんおくがき

あいねがいそうろう）」（９月１４日）

これらの記事から『糾方礼誼抄 全１６巻』が，一冊づ

つ借り出され，約一年掛けて書写されたことが分る。文

庫所蔵の同書の奥書（おくがき）には「当流糾方礼誼之

条々，猥（みだりに）他見有べからざる者也／天保十五

甲辰年九月／常昭�／渡辺佐太夫殿」と平兵衛常昭の自

筆で記されている。日記の記事と相応する。以上の例か

ら，次左衛門，喜内，弼（佐太夫）三代に渡って書写さ

れた用和堂文庫礼法の書が同様に成立したと推察される。

次に，嘉永３年の日記を見てみよう。嘉永元年１０月何

度目かの江戸詰のために出府して以来，１年半の滞在を

経て，金沢への帰国を数日後にひかえた３月晦日，暇乞

いのため小笠原家を訪れると，来客の予定があり忙しい

ので明朝まいるようにとのことで，仕方なく明朝（４月

朔日）平服で伺うと，思いがけず次のように仰せられた。

「今朝御越の様申入候義，別義ニ而も之なし，御自分ニ

而三代の門弟，其上格別御執心ニ付皆伝授御免し申候。」

免許皆伝の証文を頂いたのである。弼は，服装を改めず

参上した失礼を詫びながら恐悦したのである。平兵衛は

わざと弼をびっくりさせようとしたらしい。文庫中には

立派な皆伝証文が残されている。

この日記の別の注目点は，小笠原家訪問の都度持参し

た進物品を克明に記録している点である。井波の糸巻落

雁，石動の薄氷などの銘菓や氷見の干鰯，それから能登

産とみられる鱈の子，鰤などの味噌漬けや粕漬け，鮟鱇

筋など。また将軍家献上の氷室の氷なども贈っている。

中でも面白のは，金沢の郷土料理鴨のじぶ煮を材料別に

４個の重箱に詰め，汁は別に徳利に入れ，酒２升ととも

に持参した記事。賑やかな酒盛りが行われた（弘化４年

１２月２４日）。

なお，日記には『小笠原殿へ呈書並進物之留』と題す

る別帳がある。江戸での書簡だけではなく，日記には記

載がない金沢在住の間に，小笠原家との間で交わされた

書簡も記載されている。例えば，安政２（１８５５）年の平

兵衛常昭の病気，隠居，死亡に関する数通の悲しい手紙

が記載されている。また，進物の留には日記に書かれた

進物が整理されて，時には産地などの注釈を付け，ある

いは絵入りで記載されている。

最後に渡辺弼について日記と文庫中の文書により付記

すると，弼が結婚したのは天保元（１８３０）年，相手は木

村勘六の次女であった。父や，祖父と違って子に恵まれ，

文庫中には三番目の娘の縁組許可願が残っている。また，

皆伝証文を頂いて一旦帰国した同じ年嘉永３年，９月か

らの江戸詰では，息子三五郎を同道，三五郎も小笠原家

に入門，親子同道の稽古の記録が始まる。弼も楽しげで

ある。さて，明治１５年９月付けの小笠原家の皆伝証文が

渡辺蕃に許されている。そこには「曽祖父以来四代之門

弟，於其許者（そこもとにおいては）当家三代之門人」

とあり，小笠原系図によれは「当家三代」とは，常昭，

常高，常正の三代であり，平兵衛常昭に学んでいる日記

中の三五郎は後の渡辺家四代目蕃である。文庫中に『明

治廿三年渡辺蕃徳川公邸ニ於テ流鏑馬挙行ノ図』があり，

蕃の騎上の勇姿を彩色図で見ることができる。

（情報サービス課図書館専門員 梶井重明）
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中学生が図書館でわく・ワーク体験活動

７月３１日と８月１日の二日間，“わく・ワーク（職場）体験”活

動として，兼六中学校二年生２名がサービス・カウンター業務，書

架整理，文献複写，情報検索などの実習を行いました。大学図書館

の建物が大きいこと，１５５万冊の蔵書があることに驚きながら，精

一杯取組んでくれました。中学生から，図書館のどの仕事も難しかっ

たが，やりがいのある仕事だと思った。図書館のイメージが明るい

ものに変わった。将来は図書館のような情報をコンピュータで処理

する仕事をしてみたい，との感想が寄せられました。

としょかん日誌
（２００１年６月～８月）

６月１日 平成１３年度石川県大学図書館協議会定例会議及

び講演会（北陸先端科学技術大学院大学）越野

正勝（情報管理課専門員），梶井重明（情報サー

ビス課専門員），土谷隆（総務係長）出席

６月６日 平成１３年度各府省庁地方支分部局等予算・決算

～７日 関係事務研修会（金沢新神田合同庁舎）内藤裕

美子（雑誌情報係）受講

６月１３日 ２００１年 EDC/DEPトレーニングセッション（駐

～１５日 日欧州委員会）押見智美（図書情報係）受講

６月２７日 第４８回国立大学図書館協議会（北海道大学学術

～２８日 交流会館）和田敬四郎（図書館長），郡司良夫

（事務部長），奥田道夫（情報管理課長）出席

７月１２日 ２００１金沢工業大学図書館・情報科学に関する国

～１３日 際ラウンドテーブル会議（金沢工業大学）和田

敬四郎（図書館長），棚橋章（情報サービス課

長）出席

７月３０日 情報セキュリティセミナー（文部科学省虎ノ門

ホール）村田勝俊（電子情報係長）受講

７月３１日 わく・ワーク体験，金沢市立兼六中学校生徒当

～８月１日館で就業体験

７月３１日 第２５回北陸地区国立学校等監督者研修（辰口共

～８月３日同研修センター）金木英代（工学部分館図書係

長）受講

８月２日 電子ジャーナル・ユーザー教育担当者研修会

～３日 （名古屋大学情報メディア教育センター）野村

洋子（参考調査係長）受講

８月７日 第３回法人格取得問題に関する附属図書館懇談

会（東京大学）和田敬四郎（図書館長）出席

８月２３日 ISO１４００１内部環境監査員養成支援セミナー（石

～２４日 川県地場産業振興センター）越野正勝（情報管

理課専門員）受講

８月２８日 平成１３年度第２回石川県立図書館協議会（石川

県社会教育会館）和田敬四郎（図書館長）出席

８月２９日 平成１３年度図書館等職員著作権実務講習会（神

～３１日 戸大学）谷口貞治（資料サービス係長）受講
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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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