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はじめに

京都大学附属図書館は、京都帝国大学の創立から 2年半後にあたる明治32(1899) 

年12月11日を創立の日としており、平成11(1999）年に創立100周年を迎えます。

「静惰」編集委員会では、京都大学附属図書館創立100周年を記念して、「青抑制

総目次を発行することになりました。この総目次には、京都大学が所蔵する貴重な

資料について書かれた記事の索引と、 「静惰」に寄稿いただいた方々の著者索引も

付けていますが、今後、電子図書館でも公開し、多角的に検索していただけるよう

にする予定です。

京都大学附属図書館館報「青抑制は、昭和39(1964）年に創刊され、今年で35周

年を迎えることになります。ささやかな館報ですが、今、総目次を編集するにあた

って 1巻 1号から日を通しますと、湯川秀樹先生、桑原武夫先生を始め京都大学に

名を留める多くの先生方からの手記や資料紹介等、また京都大学全学から寄せられ

た図書館の先輩諸氏の資料研究や報告等、そして多くの学生、院生の方々からの附

属図書館への貴重な意見等、京都大学と伴に歩んで、きた附属図書館の歴史を見るこ

とができます。

今日、 100年前、 35年前とは、時間の流れも取り巻く環境も大きく変化してきてい

ますが、資料や図書館に対する先生方、図書館職員、学生諸氏の熱い思いがよみが

えってきます。

電子化の時代といわれ、京都大学でも平成10年 1月に電子図書館がスタートし、

今まさに図書館というものが大きな曲がり角にさしかかっています。将来への期待

と不安が入り交じりますが、先人の知識・知恵、に学び、 「青判官」が未来につなぐ図

書館の構築のための一助となることを願うものです。

平成11年 3月31日

京都大学附属図書館館報「静惰」編集委員会

編集委員代表長坂みどり
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1964年 9月
創刊のことば （附属図書館長）堀江保蔵

私事 （文学部教授）吉川幸次郎

学生との図書館懇談会開 く

・資料紹介： InternationaleBibliographie der Zeitschriftenliteratur (tl:I：界雑誌論文目釘~）

帝国際｜書館 ・国立図書館和漢図書分頒日録 昭和16年lJ==l-24年3月 国立｜主i会図書館編

国立国会図書館蔵書目録 洋書篇 I H百平[123年一33年

－国立国会図書館所載日本関係｜政文図書目録

各国原子力関係機関発行資料同録昭和38年3円末現在 第 2巻 国立問会閃書館河i

金沢文庫古文書（第1-12輯）索引 神奈川県立金沢文庫編

－広島大学寄託力mn隅原文庫目録 第1巻 小倉盟文編l

荻原州太郎書誌 ｜昭和39年3!I末現在 前幡市立図書館編

jレーマニアからの親善図書300冊余一駐日大使から贈られる一

図書整理業務の飛躍的能率化ーゼロ ックスによるカード複製始まる

ご利用下さい一文献複写室

1964年 11月
雲 （教育学部教授）鯵坂二夫

大学図書館近代化の動き高まる （1) 大学設置基準等研究協議会 図書館特別部会

(2) 学校施設基準規格調査会 大学図書館小委員会

(3) 国立大学協会第1常置委員会

(4) 日本学術会議

私の読書と図書館 （医学部2回生）安井郁子

－資料紹介：細川家本

山田家本

松室家本

本学への図書の寄贈つづく一故丸岡健次君の収書農学部へ

一復興途上の薬学部へ

北村季吟展開催一読書週間始まる一

館内めぐりー図書の出生届け一受入掛

随想、 （京都大学総長）奥田 東

京都大学図書館改善特別委員会発足す

夢の図書館：初ゆめ1（経済学部1回生）片桐靖夫

：初ゆめ2 （文学部2回生）若井黙夫

：図書館の昧 （理学部2回生）坂本正子

・資料紹介：日本年鑑類総目録 日本資料協会編 昭和39年3月末現在

－戦後日本雑誌総覧一社会科学の部 清和堂編集部編 1963年3月末現在

江戸時代書林出版書籍目録集成 巻1～3.索引 慶応義塾大学斯道文庫編

・亨保以後大阪出版書籍「｜録 大｜坂図書出版業組合編

1965年 1月

British Museum. General Catalogue of Printed Books （大英博物館印刷図書目録） v.l-243 

フォード財団よりアメリ力研究基本図書を贈らるーアメリカ研究センター図書室へ

学生との図書館懇談会 （第2回）開く

館内めぐり一和漢書及び洋書目録掛
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わが図書館の思い出－ （文学部教授）足利惇氏

HRAF室 （HumanRelations Area Files）の開室準備進む

図書館との4年間｜一 （法学部4回生）H ・A生

｜｜一 （薬学部4回生）奥田秀毅

アメリ力におけるアジア研究資料展開催

70年前の図書寄贈依頼

1965年 3月

・資料紹介：第9回太平洋学術会議議事録（Proceedingsof the Ninth Pacific Science Congress) 

Enwro;u,rn11¥ 1rn11rn CCCP （ソ連邦図書年報）全ソ図書院編

Bn6c!IIOrpa〔［〕IlFICOB8TCKOii 6u6c!IIOrpacimn （ソ連邦書誌の書誌）全ソ図書院編

故尾崎教授の蔵書農学部へ寄贈される

蟹江博士の遺稿保存を託さる

本学雑誌目録出来る一京都大学学術雑誌総合目録 自然科学欧文編

館内めぐり一図書団地住宅難の嘆き一書庫掛

他 山 の 石 （理学部教授）小堀 憲

大学図書館界の動き （1) 情報図書館課の昇格

( 2) 図書館視察員制度の設置

( 3) 旧帝大図書館に部課制実施さる

( 4) 人文科学研究所が東洋学文献センターに

( 5) 大学図書館職員講習会

附属図書館に「セドリ ックj一機動力を期待－

図書室と私一 （農学部大学院学生）黄 敏展

（農学部1回生）今城扶美

アメリカ大学出版部協会の寄託図書館として指定される

経済学部道下文庫について一 （経済学部教授）出口勇蔵

京都大学図書館改善特別委員会（第5回）

京都大学附属図書館商議会

京都大学貴重書展

館内めぐり 図書館の窓口一閲覧貸付掛

医学部図書館の竣工を祝う （附属図書館長）堀江保蔵

1965年 5月

1965年 7月

新しい図書館のプ口フィル一新鮮な息吹と躍動－医学部図書館 経済研究所資料室 数理解析研究所図書室

座談会一新しい図書館をみて一

・資料紹介： LaLibraire frarn;aise; catalogue geぽraldes ouvrages en vente ... （フランス文献一般目録）

Catalogue gen己ralde la librairie franロise,1840-1925. 32v. ( 1840年から1925年におけるフランス

文献の一般目録）

: Bibliog-raphie de la litterature frarn;:aise de 1800 a 1930. 3v. (1800年ーから1925年におけるフ ランス

文献の書誌）

京都大学附属図書館HRAF利用内規

京都大学図書館改善特別委員会 （第7回）

夕、ンテ図書展および講演会開催

堀江館長等文部大臣と懇談

館内めぐり一文献探索へのガイドー参考掛
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医学図書館 （医学部教授）西尾雅七

指定図書についてのアンケ トを集計して

Date due Slipの採用について

医学関係の指定図書を医学図書館へ

国立大学図書館長会議 （第12次）

近畿地区大学図書館研究集会

国立国会図書館長来館

使いやすい図書室へ一農学部図書室一

医学図書館と改称さる一医学部図書館一

文学部史学科閲覧室移転

外国雑誌展示会

1965年 9月

・資料紹介： CumulativeBook Index; a world list of books in the English language. 1898-1965. 

鈴木豹軒文庫

平野国臣筆 「和歌短珊書翰貼交幅」寄贈さ れる

館内めぐり一地磁気世界資料室

昭和39年度京都大学全学受入図書冊数

本の顔を見る （文学部教授）野間光辰

東洋学文献センタ一発足す

僕と図書館一（医学部1回生）鈴木煙康

「小沢芦庵」展開催

「ビュ ッヒャ一文庫Jの整理再開一経済学部一

国立七大学附属図書館協議会聞かる

京都大学図書館改善特別委員会（第8回）

－資料紹介：経済学部 上野文庫について

平野国臣関係資料寄贈される

東西南北一教育学部図書室

勉強すること （基礎物理学研究所長）湯川秀樹

文献検索の機械化を望む一 （名誉教授）舟同省五

京都大学図書館改善特別委員会終る

テキサス大学出版部から図書寄託される

全国図書館大会の開催

特別講演会一宋版大蔵経について－ （龍谷大学教授）小川貫弐

他学部図書室の利用と保管転換－ （文学部大学院生）K • M 

・資料紹介：学術雑誌総合目録文部省大学学術局編

1965年 11月

1966年 1月

Ulrich's periodicals directory; a classified guide to a selected list of current periodicals, foreign and 

domestic. 10th ed. Ed. by Eileen C. Craves. 

東西南北一工学部建築学教室図書室

世界医学図書雑誌展の開催
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ロンドン ・モニュメン卜 （文学部教授）泉井久之助

附属図書館報告書を総長に提出

電子複写 （Xerox）業務の開始

図書館を斜めに見る一（文学部西洋史学科）守川正道

CORNELL大学の図書館を利用して－（農学部助手）森本尚武

プリンストン大学出版部 新着寄託図書

維新資料展開催一新入生を歓迎して一

東西南北一理学部 ・教室図書室（1) 数学教室司地鉱教室

学術文献の洪水に面して （化学研究所教授）清水 策

附属図書館商議会規程改正さる

図書館に望む （文学部4回生）B • R生

部局より中央図書館に移って （附属図書館員）L ・ M 

薬学部図書室落成

1966年 4月

1966年 6月

・資料紹介： UnionCatalog of Foreign Books aquired by 49 Libraries in Japan, 1963 （新収洋書総合目録）国立

国会図書館編

指定図書の利用高まる

電子複写のご利用を

ごあいさつ （附属図書館長）宍戸圭一

心の痕跡 （人文科学研究所教授）桑原武夫

宍戸新館長を迎える

京都大学雑誌総合目録の編さんに着手

研究者の立場から （人文科学研究所）まつお ・たかよし

本が自分のものになる （教養部）鈴木煙康

・資料紹介：雑誌記事索引 国立国会図書館編

文科系文献円録 日本学術会議編i
開架図書室からのお知らせ一指定書の混排と図書排架の移動一

東西南北 理学部 ・教室図書室（2）物理教室『化学教室

図書館の将来 （工学部教授）西山卯三

近畿地区農学系図書館懇談会発足

全学図書分類目録 （元文学部図書室）笹口寛一郎

－資料紹介： 全日本出版物総目録 国立国会図書館繍l H百和39年版

1966年 8月

1966年 10月

全国公共同書館逐次刊行物総合目録 国立国会図書館編 第4巻 中｜主｜ 四国編

学術雑誌総合目録自然科学欧文篇 文部省大学学術局編 1966年版

．東海道幹線工事誌東京幹線工事局編

学内図書の相互利用を中心に一誌上討論一

東西南北一法学部図書室

古記録展
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法律図書館 （法学部教授）道田信一郎

国会図書館長と大学図書館長との懇談会一於楽友会館

現代フランス書籍展開催

1966年 12月

－資料紹介： WorldList of Scientific Periodicals Published in the Years, 1900-1960. 4th eel. Vol.1,2,3 (1900年か

ら1960年における世界の自然科学雑誌のファインディングリスト ）

British Union Catalogue of Periodicals in Corporating World List of Scientific Periodicals, ed. for 

the National Central Library, 1960-1965 (1960'.ifから 1965年における英国所在逐次刊行物総合目

録）

附属図書館のあり方一 （経済研究所助手）前田昇三

一（経済学部図書室）還居紀充

一 （教養部図書室）A・ K 

－ （理学部 2回生）中本誼

「富士川文庫・本草関係図書」医学図書館および薬学部図書室へ移される

フランス学位論文到着

本館所蔵資料の掲載書寄贈される－「甲子兵焚図・天王山十七士思死之図J-
東西南北一文学部図書室

学生時代の思い出 （経済学部教授）堀江保蔵

パリ大学法経学部図書館を利用して （法学部大学院生）藤田久－

VOLPICELLIについて （附属図書館）L • M 

ヨーロ ッパの大学図書館一講演－ （天理大学教授）高橋重臣

医学図書館のContentsService 

本学雑誌目録出来る一京都大学学術雑誌総合目録人文科学欧文篇

1967年 2月

・資料紹介： Acatalog of books represented by Library of Congress printed cards, issued to July 31, 1942. 167 

v. 1942-1946. U.S. Library of Congress 

. Supplement; cards issued Aug. 1, 1942-Dec. 31, 1947. 42 v. 1960. U.S. Library of Congress 

Author catalog; a cumulative list of works represented by Librarてyof Congress printed cards, 1948-

1952. 24 v. 1960. U.S. Library of Congress 

The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed 

cards and titles reported by other American libraries, 1953-1957. 28 v. 1961. U.S. Library of 

Congress 

The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed 

cards and titles reported by other American libraries, 1958-1962. 54 v. 1963. U.S. Library of 

Congress 

東西南北一経済学部図書室
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1967年 5月
「書なきにしかずJ （教養部教授）羽田 明

告知板その1 文献複写料金の改訂について

その2 経済学部図書の利用方法変更について 経済学部学生の皆さんへー

ニュース ・トピックス 本学和文雑誌総合目録刊行される

本学の蔵書150万部250万冊を突破 1

開室が待たれるウィルス研究所図書室

展観京都大学貴重書展

アメリ力 ・ぺーパー ・／＇＼＇ッ ク図書展

英米大学出版局図書展

・資料紹介： マイクロ ・フィルム版 「毎日新聞」

インド政府から図書寄贈さる

教官文庫

東西南北←原子炉実験所図書室

1967年 7月

精神的健康と読書 （教養部教授保健診療所長）宮田尚之

プリンストン大学よりの新着図書リスト

京都大学図書相互利用 （内規）一覧表 昭和42年 7月 1日現在

会議 全国国立大学図書館長会議聞かる

－資料紹介： 教官文庫

学内学生団体よりの寄贈

ニュース 大閲覧室の冷房はじまる！

展観 工ーリ ッヒ・ケストナ－：その生涯と作品展

世界理工学図書・雑誌展『日本理工学図書展

1967年 9月

図書館雑感 （農学部教授） JI I口桂三郎

新村先生の御蔵書 （文学部教援）浜田 敦

外国の大学図書館 NORTHWESTERN大学の図書館 （工学部教官）新宮秀夫

告知板 参考図書室の拡充と目録力一ド室の移転について

－資料紹介： 教官文庫新着紹介

「静惰jと交換されている他大学の図書館報

学部図書室に望む一特に自然科学系の場合一 （農学部）一利用者

東西南北一農学部図書室

1968年 11月

数学図書室の今昔 （数理解析研究所長）福原満洲雄

目録カード検索への手引き

外国の大学図書館 ポーランドにおける大学図書館の四季 （京都産業大学講師）中山昭吉

展観 「維新資料展」開催ー尊壌堂遺品より一

－資料紹介：テキサス大学出版部 第2回寄託図書
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情 報の複写 （理学部長）芦田譲治

諸外国の研究所図書室 （｜） （数理解析研究所教授）占部 実

．資料紹介： 教官文庫

プリンストン大学出版部第5回寄託図書目録

昭和41年度京都大学増加図書統計

トピック ダンテ関係集書の寄贈を受く

東西南北ーウ ィルス研究所図書室

小 さ な 図 書 館 （薬学部教授）宇野豊三

諸外国の研究所図書室 （｜｜ ） （数理解析研究所教授）占部 実

．資料紹介： 教官文庫

1968年 1月

1968年 3月

American Men of Science; a biographical directory. 10出 eel.5vols. （現代アメリカ合衆国科学者総覧）

. Diccionario Enciclopedico U工E.H.A.1950-1952. lOvols. （スペイン語で書かれたメ キシコの百科事典）

図書館を利用して （工学部4回生）大山 伸

参考室はあなたの“アシスタン卜”です一参考調査『相互貸借『文献複写ー

トピック 「京都大学七十年史」閲覧室に並ぶ

展観 「徳川 ・明治期心理学関係図書展」

特別講演会一文献と書画一 （立命館大学教授）淡川康一

雑記帳 学外展観への資料出品記録

部局図書室のコンテンツ・シート・サービスについて

東西南北一教養部図書室

明 日の図書館 （工学部教授）坂井利之

外国の大学図書館 ウィーン大学の図書館のこと など

．資料紹介： 教官文庫

（法学部大学院学生）安川舜朗

: A World Bibliography of Bibliographies. 4th ed. 5v. （世界の書誌の書誌）

図書館だより 新聞閲覧室お目見え

昭和43年度指定書開架室に並ぶ

オーストラリア大使館から図書寄贈さる

展観京都大学貴重書展

東西南北一人文科学研究所図書室

京大図書館と私 （文学部教授）小川環樹

1968年 5月

1968年 7月

一言・ふたこと 法学図書の充実を 1ー講義 ・演習の体験から一 （法学部助教掻）奥田昌道

図書館の充実と改善を｜ （法学部一学生）

大学図書館界の動き 国立大学図書館協議会発足す

国立国会図書館長との懇談会聞かる

展観 トーマス・ マン展

－資料紹介 ：学内の外国新聞一覧表

図書館だより 委託国際交換図書について

法学部学生自治会との話合い

昭和42年度京都大学増加図書統計
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1968年 9月
医学図書館によせて （医学部教授・医学図書館長）脇坂行ー

図書館商議会の開催

一言 ・ふたこと 図書は眠っている一図書館制度の改革を一 （農学部助教授）獅山慈孝

図書収集の盲点一農学部図書室を利用して一 （農学部院生）T • H 

図書館だより 目録カードをひかれるかたへ

京都大学学術雑誌総合目録 （自然科学欧文編）改訂版編さんに着手

二つの寄贈文庫一文学部へー （須田文庫司木方文庫）

鈴木文庫目録続編発行される一文学部一

．資料紹介： Interr 

京都府資料所在目録 京都府：¥J：総合資料館 ．京古｜：図書館協会共編

教官文庫

東西南北一工学部電気系図書室

我が蔵書の一冊 （人文科学研究所教授）会田雄次

寄贈図書の評価基準まとまる

1968年 11月

一言 ・ふたこと ユーザーとサーヴィサ一一双方向の通信一 （工学部講師）鷹尾和昭

図書費の不足に思う一経済学部の場合一 （経済学部大学院）中野一新

図書館だより 第二閲覧室スター卜一雑誌利用の窓口一本化をめざして一

「学内図書相互利用書」の様式を統一

－資料紹介 ：外国雑誌便覧全5巻 日本読書協会編

Internationale Titelabki.irzungen von Zeitschriften, Zei印 ngen,wichtigen Handbl.ichern, 

Worterbiichern, Gesetzen. usw. （世界学術雑誌略名辞・典）

教官文庫

東西南北一基礎物理学研究所図書室

1969年 1月

生涯読書量 （教育学部教授）卒阪良二

一言 ・ふたこと 全学図書協議会の設立を望む一意外な落とし穴を埋めるために一 （理学部助教授）徳重正信

薬学部図書室に望むこと一今一歩の前進を－ （薬学部大学院）河奇紘樹

20年後の本学の蔵書数550万冊

・資料紹介： 参考図書所在日録（和文編）日本私立大学協会編

：博士学位論文一内容の要旨および審査の結果の要旨

サトラー標準赤外スペクトル集について （工学部工業化学教授）野崎

教官文庫

図書館だより 文献入手の情報の交換一数理解析研究所一

学術雑誌総合目録一自然科学・和文編 1968年版ーの活用を

東西南北一理学部・植物学教室図書室司動物学教室図書室
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木造の図書館 （経済研究所教授）青山秀夫

一言 ・ふたこと 図書館に願う一仕事と人間一 （文学部大学院学生）若井勲夫

「一言 ・ふたこと」より一T・S

図書の時差受入ーラ ッシュの解消にー受入掛より

所在不明図書について一書庫掛より

・資料紹介：文ド｜系文献円録 I-XIX, 1952～ 1968. 19巻

Social Sciences & Humanities Index. v.l ; 1916～ 

Dissertation Abstracts 

図書館だより 新着図書案内について

コンテンツ・シート・サービス一覧表

「静惰」に関するアンケー卜の集計

図書館の活用 （工学部教授）林 千博

特集・新入生のために 附属図書館 （本館）利用の要領

大学図書館界の動き 第1回日米大学図書館会議開催さる

特別講演会：京都の習俗について 井上頼寿

：五山版について 川瀬一馬

一言 ・ふたこと 本館書庫拡大の思想 （教養部助教授）浜田啓介

京大図書館の思い出 （医学部助教授）坂上 英

1969年 3月

1969年 5月

社会科学関係統計資料の学内共同利用を一経済学部調査資料室より一 （経済学部助手）細川元雄

・資料紹介： 京都大学欧文雑誌総合目録 自然科学編1968年版 出る

：現代中国関係中国語文献総合目録 8巻 アジア経済研究所編 1967年刊

教官文庫

東西南北 工学部・教室図書室機械系図書室『土木系図書室

指定図書 （附属図書館長）宍戸圭一

大学図書館界の動き 国立大学図書館協議会の総会開催

新入生から要望などを募集一附属図書館 ・教養部図書室一

大学図書館職員養成制度について訴える （附属図書館）小国健一

在米邦人園田平次郎氏より秘蔵の切手コレクションと図書館学関係図書寄贈される

－資料紹介：附属図書館収集の「大学問題関係図書1El録（その1) 昭和44年6月現在

昭和43年度京都大学増加図書統計

1969年 7月

1969年 9月

新しい大学図書館像の形成と改善への問題点提出を 「静俺」編集部

新しい大学と図書館のあり方 （教養部助教授） 川口 是

図書館のうごき 宍戸図書館長再任さる

一言・ふたこと 教育学部図書室の閲覧・奉仕問題 （教育学部図書室）辻 武夫

文学部図書館について （文学部図書室）村橋ルチア

－資料紹介： 「大学問題」関係雑誌記事索引一昭和44年9月現在

東西南北 工学部 ・教室図書室 数理工学図書室司航空工学図書室
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社会科学総合図書館の提案 （法学部助教授）村松岐夫

・資料紹介： 大学論研究の手引 （教育学部教綬） 池田 進

大学問題新聞I)）抜111111

図書館のうごき 昭和44年度全国図書館大会

国立七大学附属図書館協議会一第43次－

図書館機械化調査研究班研究集会一第2回一

経済学部図書室11月10日から利用再開

1969年 11月

一言 ・ふたこと 図書利用についての要望－1法学部学生より一 （法学部3回生）加藤幸男

教官文庫

東西南北一工学部 ・教室図書室 合成化学図書室『工業化学図書室

1970年 3月

まず現状のリアルな認識を （経済学部助教授）尾崎芳治

図書館問題を検討改善するための商議会専門委員会スター卜

会議 附属図書館商議会

図書館商議会専門委員会一第1回一

赤外線標準スペクトル ・チャ 卜運営協議会

国立大学図書館協議会常務理事会

国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会一第3回一

講演会 欧米の大学図書館における機械化の現状 （国立国会図書館業務機械化準備室長）小田泰正

赤外線標準スペク卜ルチ ャー卜 （サトラー）の利用講習会

一言・ふたこと E学生の図書館に対する要求 （経済学部3回生）光藤 昇

法律図書館の相互協力一法律図書館協会 （法学部図書室）岸本年之

・資料紹介：ド イツの主要書誌 Deutsche Nationalbibliographie. 

Deutsche Bibliographie 

a) Deutsches Bucherverzeichrns, .. 

b) Vollstandiges Biicher-Lexikon, 1970-1910 

c) Halbjahresverzeichnis der Neuerscheinungen des Deutschen Buchhandels 

1111t Voranze1gen，・

東西南北一工学部 ・教室図書室 原子核工学図書室司石油化学図書室

自然科学系の図書館 （理学部教授）楠 幸男

ニュース 図書館職員による「大学図書館改革問題懇談会jスター卜

口シヤ語学術雑誌 （化学系）英訳版の共同購入計画すすむ

京都大学学術雑誌総合目録・補遺1970年版刊行さる

会議図書館商議会専門委員会第2唱 3回

近畿地区国公立大学図書館協議会の図書館業務機械化委員会

一言 ・ふたこと 理学部化学教室図書室に想う （博士課程2回生）山岡 隆

1970年 3月

改革をめざす図書館職員の一つの歩み一「準備会の準備会jから「大学図書館改革問題懇談会Jへー

・資料紹介：附属図書館収集の「大学問題関係図書」目録（その Il)-1969.7-1970.2-

東西南北一理学部・教室図書室 宇宙物理学図書室司生物物理学図書室
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ド：：J

学部教育と図書館 （医学部助教授）野原義次

会議図書館商議会専門委員会第4司 5回

大学図書館改革問題懇談会 第5『 6回

二ユース 本学OECDの寄託図書館に指定さる

附属図書館最近受入れの「参考図書」 人文 ・社会学関係一

東西南北一農学部・教室図書室 食品工学雑誌閲覧室

図書業務放談 （教養部教授）保田 清

会議図書館商議会専門委員会第6『 7回

大学図書館改革問題懇談会 第7司 8司 9, 10回

国立七大学附属図書館協議会一第44次－

1970年 5月

1970年 7月

－資料紹介： 学内・他大学広報誌の リス ト〈附属図書館収集〉

一言 ・ふたこと 「改革」とは 7 （教養部助教授）田中 礼

教養部図書室について （農学部2回生）y. K 

昭和44年度京都大学増加図書統計

1970年 9月

大学改革にさいし図書館にのぞむー“利用者の声”特集号（その一）
（薬学部教授）犬伏康夫

（工学部教授）金多潔

（医学部4回生）中尾紀子

（教養部助手）川合葉子

（法学部助手）広渡清吾

（教育学部3回生）西山博

会議 「新しい大学図書館像特別委員会jを国立大学図書館協議会に設置

二ユース ソ連科学アカデミ一図書館員ブラトフ氏との懇談会

附属図書館で「プログラミンク研修会」ひらく

東西南北一農学部・教室図書室 農芸化学雑誌閲覧室

1970年 11月

大学改革にさいし図書館にのぞむー “利用者の声”特集号（その二）
一利用者の夢－情報化時代の図書館とは （農学部助教授）北村貞太郎

会議国立大学図書館協議会総会第17回

図書館商議会専門委員会 第 8回

二ュ ス マイク口フィ ッシュ撮影装置を本館に導入

．資料紹介 ：最近受入した参考図書の中か ら

13 

（人文科学研究所助教授）松尾尊禿

（文学部助手）都出比呂志

（化学研究所助手）植村栄

（理学部植物学教室大学院博士課程）鳴橋直弘

（経済学部大学院博士課程）保坂哲郎
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会議図書館商議会専門委員会第9司 10司 11回

昭和45年度全国図書館大会

二ユース 附属図書館に“業務機械化作業グループ”を設置

・資料紹介：カ ール・ビュー ヒャ一文庫目録．京都大学経済学部

1971年 3月
本年度中に全学蔵書が収容力を突破一“書庫収容状況”特集号一

京都大学の書庫収容状況一覧一昭和45年3月末現在一

図書室はう ったえる〔現状報告〕研究室が書庫化一人文科学研究所図書室

書庫＝収蔵庫か一教育学部図書室

ハシゴで図書の出納一教養部図書室

書架の聞は横あるき一文学部図書室

廊下まで書庫に一工学部建築学教室図書室

またれる新書庫移転一農学部図書室

会議 図書館商議会専門委員会 （第12回）

図書館商議会

二ユース 法経両学部旧館の立て替えはじまる

－資料紹介：ロ シヤ語学術雑誌 （化学系） 英訳版を本館に備え付け

京大蔵和書たずねある記 （上） （文学部非常勤講師）熱田 公

1971年 5月
情報と図書館 （附属図書館長）平岡武夫

京大蔵和書たずねある記 （下） （教養部非常勤講師）熱田 公

附属図書館 （本館）利用のために

カ ド目録の種類と引き方

書庫収容の余裕年数について （附属図書館）小園健一

．資料紹介： 須田文庫目録の完成

ニュース 京都大学蔵書300万冊を突破

京都大学蔵書統計 （昭和46年3月末現在）

1971年 8月

一般図書館と専門図書館 （人文科学研究所教授）上山春平

会議 第40回近畿地区国公立大学図書館協議会

国立大学図書館協議会総会

附属図書館商議会

フランス大使館より300冊寄贈一人文科学研究所に保管

展観附属図書館の貴重書展

ニュース マイク口フィッシュフィルム方式の文献複写料金の改正

附属図書館に「業務機械化委員会」を設置

学内「図書相互利用書jの使用申合せきまる

「図書相互利用書」の使用について

東西南北－農学部 農林経済司書室『林学図書室
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農学図書館 （農学部教授）三橋時雄

会議 大学図書館職員長期研修終る

近畿地区大学図書館協議会企画委員会

第45次国立七大学附属図書館協議会

特集 閲覧室の現状と問題点、 （その1) 

社会主義国図書展

資料のさがし方と利用の手続

東西南北一農学部林産工学雑誌室 工学部高分子化学図書室

回顧25年 （食糧科学研究所教授）葛西善三郎

会議 近畿地区国公立大学図書館協議会研究集会

図書館商議会

社史・地方史の委員会について

講演会 漢籍の目録・分類について （京都産業大学教授）倉田淳之助

ご存じですか 国際図書年

法・経両学部 新書庫への移転と利用

最近の投書箱から 閲覧室の利用時間延長を望む

特集 閲覧室の現状と問題点 （その2) 教養部図書室

教育学部図書室

東西南北一宇治地区5研究所共通図書室

書斎と図書館 （化学研究所教授）柳父琢治

・資料紹介： プリンス トン大学出版部 寄託図書目録 第6回一8固まで（その1)

特集 閲覧室の現状と問題点 （その3) 医学図書館

ご存じですか 農学部水産学科図書室の移転について

法・経両学部の図書の利用停止

「図書館利用案内 1972」を刊行

展観「京都の地誌・史料展Jを開催

講演会 アメリカの図書館事情 （京都教育大学附属高校）渡辺信一

会議 昭和46年度第3回国立大学図書館協議会常務理事会

近畿地区国公立大学図書館協議会企画委員会

社史・地方史の委員会報告

京都大学蔵書統計 （昭和47年3月末現在）

史料の保存について （農学部教授附属演習林長）半田良一

・資料紹介： 「サン＝シモン，フーリエ文庫」 について （農学部教授）坂本慶一

ニュース 教養部図書館の建設はじまる

大学図書館界のうごき 京都図書館協会大学部会の事業計画決まる

・資料紹介： プリンスト ン大学出版部 寄託図書目録 第6回～8固まで（その2)

特集 閲覧室の現状と問題点 （その4) 理学部

物理学図書室

東西南北一東南アジア研究センター図書室 大型計算機センター図書資料室
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1973年 3月
図書館の建て物 （附属図書館長）平岡武夫

ご存じですか 教養部図書室の業務休止

大学図書館界のうごき 七大学附属図書館協議会

講演会 「版本の書誌学」 （関西大学教授）中村幸彦

－資料紹介： プリンス トン大学出版部 寄託図書目録 （第9～ 14巨｜）

特集 閲覧室の現状と問題点、（その5) 工学部

東西南北一理学部 地球物理学科図書室司工学部 金属系図書室ー情報工学科図書室司化学工学科図書室

1973年 11月

河上肇の「政治学講義」ノートについて （経済学部図書室）高橋俊哉

新館紹介教養部図書館

法学部図書室

経済学部図書室

特集 閲覧室の現状と問題点 （その6) 文学部閲覧室

相互利用書の使用法について

開架図書室備付雑誌一覧表一昭和49年2月現在ー

ニュース 法学部図書規程改正

ご挨拶 （附属図書館長）林 良平

昭和48年度本館利用状況について

学術雑誌総合目録自然科学欧文編 1975年版刊行の準備すすむ

京都大学和文雑誌総合目録の編集作業

近畿地区国公立大学図書館協議会

教養部図書館の基礎資料について （教養部教授）河合良一郎

化学関係ロシア語雑誌英訳版の50年度購入予定誌決定

図書系職員業務別研修 （第1回）

近藤稽提男掛長 （医学図書館）日本医学図書館協会賞を受賞

1974年 3月

1974年 10月

1974年 12月

相互利用書の現状ーその分析と今後の課題一 （数理解析研究所図書室）福島啓介司小花洋一

UNISIST研修会に参加して （教育学部図書室）辻武夫

昭和49年度本館利用状況について （附属図書館）武内隆恭

昭和49年度特別図書

昭和49年度京都大学蔵書統計

国立大学図書館協議会総会

近畿地区国立大学図書館協議会総会

斎藤素巌作の「雲」の管理について

プリンストン大学出版部 寄託図書目録 （第15回）
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1976年 3日
研究者の情報要求と利用に関する調査の京都大学分集計結果について （附属図書館長）林 良平

第3回日米大学図書館会議開催さる

経済学部「閲覧室だより」について 定例閲覧室会議から誕生一 （経済学部閲覧掛）内藤昭子

パイルシュタインの有機化学ハンドブックについて （工学部教授）安藤貞一

昭和50年度特別図書費による購入図書リスト

再任にあたって （附属図書館長）林 良平

－資料紹介： ScienceCitation Index－特徴と使用法一 （農学部図書掛長）金井 孝

告知板 学内図書相互利用書の利用について

開架図書室の拡張

英国二次資料展の開催

第23回目立大学図書館協議会総会

第45回近畿地区国公立大学図書館協議会総会

昭和50年度利用者別利用状況・分類別利用状況

昭和50年度京都大学蔵書統計

アメリカの大学図書館 （教育学部助教授）稲葉宏雄

フランス社会思想史展について

プリンストン大学出版部寄託図書目録第15回（1973後期）

1976年 9月

1977年 3日

特定主題資料の冊子目録作成一特殊教育関係資料目録作成作業を通じて一 （教育学部図書掛長）辻 武夫

「竹田蔵書」の受贈一法学部図書室一

学生周図書の選書の仕組みについて （附属図書館事務部長）須ノ内英夫

近畿地区国公立大学図書館協議会

唐学斎旧蔵書目録の完成

講演会徳川初期の刊本について （附属図書館元職員）鈴鹿蔵

1977年 6月

京大図書館への期待 （前教育学部教授）小倉親雄

Journal Citation Reportsについて一紹介と実際に使ってみて一 （理学部物理学図書室）慈道佐代子

．資料紹介： 教官文庫

National Union Catalog, Pre 1956 Imprintsについて

大学図書館界の動き 近畿地区国公立大学図書館協議会

第24回国立大学図書館協議会総会

人事往来
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大学図書館について思うこと （経済学部教授）木原正雄

．資料紹介： 深作光貞氏旧蔵書寄贈される

アメリ力の大学の図書館のことなど （工学部助手）梅本 実

図書室めぐり 農学部図書室 （農学部図書掛長）辻武夫

告知版 BLLDの文献複写サービスについて

大学図書館界の動き 国立大学附属図書館の整備充実に関する要望書について

職員研修 研修会・講習会等について

昭和51年度京都大学蔵書統計

附属図書館と理科系図書館 （薬学部教授）矢島治明

・資料紹介 ：OECD出版物について （経済学部調査資料室）細川元雄

「ターナ一文庫目録J等の刊行について （法学部図書室）

重文紙本墨書兵範記 49巻

資料展 ・展示会「法制史関係資料展jを開催

「フランス新刊図書展」を開催

図書室めぐり 人文科学研究所図書室

附属図書館だより 附属図書館蔵書移動作業完了のお知らせ

1977年 9月

1977年 11月

大学図書館界の動き 近畿地区国公立大学図書館協議会：第2回館長 ・事務 （部）長懇談会

近畿地区国公立大学図書館協議会：昭和52年度主題別研究集会 （法学系）

第51次国立七大学附属図書館協議会

職員研修講習会について

昭和51年度利用者別利用状況

全学図書館システムの確立ヘ向けて （附属図書館長） 林 良平

「外国雑誌購入費」予算による新規発注

昭和52年度外国雑誌購入費による選定リスト

図書室めぐり 法学部図書室

－資料紹介 ：SSCIのご案内

附属図書館へ“Gmelin”移管される

昭和51年度分類別利用状況

1978年 3月

1978年 4月

附属図書館の改築と改善に関する意見書 （附属図書館運営改善に関する委員会第一小委員会委員長）渡遷洋二

図書室めぐり 教養部図書館

・資料紹介： ComprehensiveDissertation Index (CDI), 1861～ 1972. 37巻， 1973.Supplement. 5巻

Dissertation Abstracts International （世界学位論文抄録）

プリンストン大学出版部 寄託図書目録 （第17・18回）
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1978年 6月
附属図書館の管理運営の改善に関する意見書 （附属図書館運営改善に関する委員会第二小委員会委員長）楠 幸男

学術雑誌の評価・選択・運用一昭和52年度第2期東京大学図書館情報学セミナ一論文概要 （整理課受入掛

長）近藤稽程男

「雲」の作者一斎藤素巌という人一 （附属図書館）古原雅夫

・資料紹介：日本国外務省記録文書 （マ イクロフィルム版）

: 1975年農業センサス農業集落カード（マイクロフィッシュ版）

講演会 図書館学・情報科学講演会

大学図書館界の動き 近畿地区国公立大学図書館協議会

プリンストン大学出版部 寄託図書目録 （第17・18・19・20回）

昭和53年度京都大学蔵書統計

1978年 8月

学生用図書の選定について （学生用図書附属図書館選書委員会前主査）矢島治明

図書室めぐり 経済学部図書室 特殊文庫を中心として一

・資料紹介： 尊撰堂一維新特別資料文庫 について（附属図書館元職員）鈴鹿蔵

図書館界の動き 第25回国立大学図書館協議会総会

日本図書館研究会 ・図書館学セミナ一一図書館の仕事の原点としての「選択」を考える

京都大学前金払外国雑誌目録 （1978年度）

人事異動

1978年 11月

物としての図書から情報としての図書ヘ （法学部教授）北川善太郎

図書室め ぐり 宇治地区五研究所共通図書室

プリンストン大学出版部寄託図書目録 （第19・20回 続き）

附属図書館の開館時間延長される

図書館界の動き 近畿地区国公立大学図書館協議会：第3回館長・事務 （部）長連絡会議

第52次国立七大学附属図書館協議会

近畿地区国公立大学図書館協議会：昭和53年度主題別研究集会 （法学系）

医学図書館員研究集会聞かれる

昭和53年度全国図書館大会に参加して （法学部図書室）旭 照子司前田和子

附属図書館商議会商議員名簿 （昭和53.11.1現在）

人事異動

1979年 1月

海外の図書館の動き （附属図書館整理課長）倉橋英逸

図書館60年の回顧 （附属図書館元職員）奇口寛一郎

図書室めぐり 原子炉実験所図書室

国立大学等図書館相互における文献複写業務の改善について

・資料紹介： Biblio;Catalogue des ouvrages parus en langue franc;aise dans le monde entier, 1934 -1970. 

Books in print, 1977 /78. 4vols. 

Social science and humanities index. Vol.19 27. 

Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne. Nouv ed. Vol.1-45. 1843-1965 

. American men and women of science: Pysical and biological sciences. 13th ed. 7vols. 

プリンストン大学出版部寄託図書目録 （第22・23回）
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1979年 5月
アメリカにおける外国法ならびに国際法集書の発展と利用－比較研究－

「1978年近畿地区国公立大学図書館協議会J講演会記録（国際法律図書館協会会長 教授） I. I.カヴ、ァス

－資料紹介：外国図書大型コレクシ ョンについて

Archivio storico italiano 

: Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1867-1933, （ドイツ帝国議会議事録）

La collection des Procお－verbauxde l'Assemblees nationales de 1789 a 1813. 332 vols 
（フランス国会議事録）

・ f'ocyp,apcTBe111-ia兄江戸Ia,1906-1917 （ロシア帝国議会議事録）

Irish University Press lOOOvol. -Ser. of British ParliamentarγPapers, 1801-1899 

（ブルー・ブック IUPシリーズ）

台湾国立中央図書館善本コレク ション（マイクロフ ィルム）

プリンストン大学出版部寄託図書目録（第22・23回 続き）

図書室めぐり 薬学部図書室

1979年 12月

京都大学附属図書館創立80周年記念式典に際して （京都大学総長）岡本道雄

式辞 （附属図書館長）林良平

京都大学附属図書館創立80周年記念行事一昭和54年12月11日 （火）一

上野文庫1冊のインキュナビュラについて （経済学部）高橋俊哉

・資料紹介： Cahiersdu Communisme. 1924-1972. (Reprint) 

: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization Pamphlets (1889 -1955) 

（マイクロフィルム）

. Japanese Economic Statistics. Bulletin. Nos.1105. 1946-1956 

：今西博士蒐集 朝鮮史原本コレクション 天理図書館蔵 667点（マイクロフ ィルム）

・ Knizhnaia Letopis. 1907-1964. 218 vols. 

Heinsius, W.: Allgemeines Bucher-Lexikon. V.1-19. 1700-1972. (Reprint) 

Joecher, C.G.: Allgemeines Gelehrtenlexikon. 4vols. 7 suppl. 1750-1897 

附属図書館継続購入白書類

1980年 2月

図書館の新たな出発への展望 （附属図書館事務部長）鈴木正武

附属図書館利用調査の集計結果について

図書室めぐり 文学部図書室

「京都大学 欧文雑誌総合目録 自然科学編1979年版」刊行される
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1980年 4月
新入生諸君ヘ！

西欧の大学図書館建築印象記 （附属図書館整理課長）倉橋英逸

・資料紹介：昭和54年度図書資料（大型コレク ショ ン）について

French National Assemblee. Moniteur Universe}, 1814 -1864. Index, 1815 -1822, 1823 -1833. 

134 vols. （フランス国会議事録）

The National Libra旬、Collectionof Rare Chinese Classics. 1493 titles （台湾国立中央図書館［善

本漢籍）（マイクロフィルム）

図書室め ぐり 医学図書館

附属図書館に学術情報掛を新設

昭和53年度蔵書統計

附属図書館の閲覧時間の延長

昭和54年度蔵書統計

研究者と情報検索 （薬学部教授）大崎健次

姫路工大の新図書館を見学して （附属図書館）虞庭基介

第2回情報図書館学夏期シンポジウムに参加して （附属図書館）三浦勝利

（数理解析研究所図書室）中司里美

図書室めぐり 教育学部図書室

第27回国立大学図書館協議会総会

第49回近畿地区国公立大学図書館協議会総会

1980年 7月

講演会の開催 米国における図書館情報ネットワークの現状について (Research Libraries Group.Incシス

テム部長）ジョン Rシュレーダー

昭和54年度附属図書館利用状況 （部局別利用状況）

1980年 10只

「物理学国際会議録目録」 について （数理解析研究所教授）ー松 信

解説・コンビュータによる情報検索①ERIC（教育学関係データベース）について （教育学部図書掛長）村田修身

大学図書館職員長期研修に参加して （文学部図書室）森 稔夫

図書室めぐり 霊長類研究所図書室

第54次国立七大学附属図書館協議会及び第13回国立七大学附属図書館部課長会議

近畿地区国公立大学図書館協議会：第5回館長・事務 （部 ・課）長連絡会議

1981年 2月

京都大学における学術情報システムの在り方 （学術情報問題調査検討委員会委員長）林 良平
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1981年 5月
読 ・書 ・考 （経済学部教授）平井俊彦

解説・コンビュータによる情報検索②JOIS(JICSTオンライン’情報システム）について （薬学部図書掛長）益田義孝

・資料紹介：昭和55年度外国図書 （大型コレクション） 「ペルシア語イラン文献資料集成」

明治初年の貸出規則について （教養部図書室）吉原雅夫

図書室め ぐり 理学部中央図書室

附属図書館図書の館外貸出しについて

1981年 6月

京都大学附属図書館の新営について （附属図書館長）林 良平

1982年 1月

共通閲覧証による国立大学図書館間相互利用制度について

解説・コンヒ。ユータによる情報検索③既存の書誌データベース（LCMARC）を利用した図書目録システム （附属図書館）片山 淳

美本「和蘭字曇Jについて （附属図書館）麿庭基介

本学の蔵書400万冊をこえる

・資料紹介 ：大山文庫 （文学部図書室）村橋ルチア

昭和55年度蔵書統計

1982年 1月

京都大学附属図書館の建築計画について （附属図書館長）林 良平

1982年 4月

ご挨拶 （附属図書館長）高村仁一

詩聖夕、ンテに魅せられた明治人のコレクション：旭江文庫 （文学部図書室）村橋ルチア

－資料紹介：外国図書 （大型コレ クション）について ワイマル共和国時代文献コレクションー （教養部）

林 Ij］三

：中院文庫 （附属図書館）森島 啓

医学図書館の開館時間の延長

1982年 10月

図書館協力への道 （教育学部教授）森 耕一

国際会議データベースPICMS（数学・計算機）とCONPHYS（物理）について

（数理解析研究所図書室 基礎物理学研究所図書室理学部物理学教室図書室）中司里美、平元みさえ、慈道佐代子

図書館業務機械化準備班の設置について

テレ ック スの設置と利用について

昭和55・56年度附属図書館利用状況 （部局別利用状況）

22 



1982年 12月
情報の収集と交流：雑感 （医学部教授）小川和問

「東洋学文献類目j編集作業の電算化について （人文科学研究所附属東洋学文献センター）都築澄子、志水喜久子

昭和56年度蔵書統計

1983年 10月

新 営 図 書 館 に 望 む （教養部教授）上横手雅敬

－資料紹介：外国図書（大型コレ クション）について ゴールド スミス＝クレス文庫一経済関係初期文献

集－ （経済学部教授） 平－升二俊彦

：谷村文庫 （附属図書館）笹本光代

舎密局～三高資料について一教養部図書館史の点描として一 （元教養部図書室）古原雅夫

京都大学附属図書館について一 『静申告Jによせられた意見より一

近畿地区国公立大学図書館協議会略年表の刊行

図書館のTELEX〔5422693しIBKYUJ〕をご利用下さい

昭和57年度附属図書館利用状況 （部局別利用状況）

昭和57年度蔵書統計

附属図書館の竣工に当って （附属図書館長）高村仁一

新しい附属図書館の目指すもの 運営と機能一

京都大学バックナンバー ・センターの設置計画について

新館への移転計画について

附属図書館の図書分類の変更について

お知らせ 附属図書館に相互協力掛を新設

読書法雑感 （数理解析研究所教授）広中平祐

1983年 10月

1984年 1月

－資料紹介：外国図書（大型コレクション）について デルゲ版チベヅ 卜大蔵経一 （文学部教授） 梶山雄一

附属図書館蔵清家文庫について一 （附属図書館）廃庭基介

外国からの文献の入手について （附属図書館）尾崎富美枝

古文書の取扱いに関する講習会ひらく （神戸大学教授）熱田 公

1984年 4月

京都大学附属図書館開館記念式典に際して （京都大学総長）沢田敏男

式辞 （附属図書館長）高村仁一

祝辞 （文部省学術国際局情報図書館課長）属国史郎

祝辞 （国立大学図書館協議会会長・東京大学附属図書館長）裏目武夫

開館記念式典の挙行

新館竣工パンフレ ッ卜及び行事表の刊行

京都大学バックナンバー・センター構想、の実現に向けて

法学部附属国際法政文献資料センタ ー
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1984年 6月
御挨拶 （附属図書館長）西原 宏

閲覧・貸出業務について

高額参考図書の整備について A索引誌①Arts& Humanities Citation Index, 1977-

②Social Science Citation Index,1972・

③Science Citation Index, 1961-

④Government Reports Announcement Annual Index. 

⑦Internationale Bibliographie der Zeitschriften Literatur. (IBZ) 

B.書誌①BibliographicGuide to Government Publications 

②National Union Catalog Library of Congress Catalog 

③National Union Catalog, Pr・e-1956Imprints 

C.百科辞典① 81-1u111rnono,D.11qec1rnnC.1onapL T-na,,B.A.11 J!I. f'paHaTL 

②Grosses vollstandiges Universallexikon aller Wissenschaften und 

Kunste, 1732-1750 & Suppl. v.1751-1754. 64 Bde. Reprint 

D.ハンドブック①BeilsteinsHandbuch der Organischen Chemie. 

②Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry. 8th ed. 

Eデータ集①有価証券報告書総覧、第一部上場

②Landolt-Bornstein,Numerical Data and Functional Relationships 

in Science and Technology. New Series 

③Sadtler Standard Spectra, a) Infrared grating, b)Infrared prism 

④高速液体クロマトグラフ ィー・データ集

F.統計書①世界農林業センサス 農業集落カード 1980年版

②統計集誌創刊号～382号（明治13年11月～大正元年12月）

G.規格集①1JIS（日本工業規格）全収版

H.各国の出版目録

I.国際機関刊行物 OECD刊行物

化学系雑誌等の集中配置について

入館者利用統計

1985年 3月

大学図書館の使命について－「昭和59年度大学図書館職員講習会」講義概要一

附属図書館調査研究室の設置

京都大学バックナンバー・センターの設置

京都大学に関する資料等の収集について

学術記録映画・ビデオテープ等映像・音声資料の収集について

（附属図書館長）西原 宏

・資料紹介：外国図書（大型コレクシ ョン）について The House of Commons Parliamentary Papaers, 

1801百 1900.(191立紀イギリス議会資料） （法学部附属国際法政文献資料セン タ一 助手）竹

島武郎

展示会の開催 ( 1) ユネスコ出版物展示会

(2）世界の本展

(3）京都大学附属図書館所蔵重要文化財指定図書展

昭和58年度附属図書館利用状況（部局別利用状況）

昭和58年度蔵書統計
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1985年 9月
わが師図書館 （文学部教授）越智武臣

京都大学文献複写相互利用制度の発足について

教養部図書館本年4月より開架室図書の借用手続きを電算化一それを機に大幅にサービス改善一

「繋明期の新聞展」を開催

「経済学古典文献集成展」 へのご案内

今年度「調査研究」の課題決まる

国立大学図書館協議会賞を受賞 贋庭基介氏の「京大 『大惣本J購入事情の考察J
東京大学文献情報センタータスク・フォース業務報告 （附属図書館）木村祥子

昭和59年度学部学生別開架図書貸出統計

昭和59年度特別図書購入報告

電子計算機の進歩と学術情報

1985年 12月

一「昭和60年度近畿地区国公立大学図書館協議会」講演会概要一（附属図書館長）西原 宏

英国におけるライブラリー ・ネットワーク

第5回国際医学図書館会議ひらかれる

京都大学附属図書館利用規程

京都大学附属図書館利用規程施行細則

お知らせ テレ ックス取扱いの変更について

オンライ ン情報検索サービスの開始

海外からの来訪者一覧

昭和59年度蔵書統計

挨拶 （附属図書館長）西国龍雄

「特殊コレクション」巡り①法学部

大惣本の調査、第二年次に

「洋学史資料展」－附属図書館

「近世の小説本展」－教養部図書館

図書館施設の見学

昭和60年度特別図書購入報告

昭和60年度学生用図書 （高額図書）購入報告

昭和60年度附属図書館利用統計 （部局別貸出数）

昭和60年度附属図書館利用統計 （階層別・資料別）

1986年 3月

（附属図書館整理課学術情報掛長）三浦勝利

1986年 10月

1986年 12日

イフラ（国際図書館連盟）東京大会に出席して （東南アジア研究センター）北野康子

イフラ東京大会見聞記 （農学部）藤本哲生

イフラ東京大会「国際図書館情報総合展」を見て （数理解析研究所）隅田雅夫
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附属図書館における電算化（ I ) 

「特殊コレクションj巡り②農学部 『松原文献』

昭和61年度特別図書選定リスト

昭和61年度学生用図書 （高額図書）選定リスト

昭和60年度蔵書統計

附属図書館における電算化（ II ）ー図書受入業務一

「特殊コレクション」巡り③安乗1台文庫について一 （名誉教授）飯沼二郎

〈ニュース〉附属図書館が、理工学系外国雑誌センタ一館に指定される

新しい情報検索サービスの提供開始 （NACSIS-IR) 

NACSIS目録システム講習会開催される

「遡及入力調査研究室」発足一科学研究費補助金による試験研究一

「京都大学90年展 （仮称）Jを開催予定一創設時と明治期の姿を紹介一

総合目録室の利用について

工学部図書掛の事務室カず1階に移転

昭和61年度蔵書統計

附属図書館における電算化［m J一目録作成業務についてー

「NACSIS-IR （学術情報センター情報検索）概要一研究活動支援に大きく寄与一

・資料紹介： アムス テルダムの社会史国際研究所蔵書目録 （附属図書館）藤本哲生

「京都大学同和問題文献・資料コーナー図書目録－1986」を刊行

中国から学術図書の寄贈を受ける

第 1回国立大学図書館協議会シンポジウム（西会場）開催される

大学図書館研究集会 （第8回）開催

揺藍期の京都大学一創立90周年記念展ーを開催

1987年 3月

1987年 10月

1988年 1月

1988年 2月

日本の教育と京都大学 －「揺藍期の京都大学一創立90周年記念展J記念講演会記録一

（京都大学名誉教授）鯵坂二夫
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1988年 3月
附属図書館における電算化（ν）一雑誌受入れ業務について一

舎密局・三高資料について （教養部教授）上横手雅敬

Chemical Abstracts 11th Collective Indexについて （工学部助教授）竹内賢一

昭和62年度購入大型コレクション 1. American Periodicals Series 1-111 （アメリカ定期刊行物集成）

2. Annual Reports of the Major American Companies, Complete set 

through 1985. （米国大企業年次報告書集成）

3. The Eighteenth Century.第1期：ユニ ット1～ 56(18世紀刊本文献集成）

4. European Official Statistical Serials, 1841～ 1984 （ヨーロッパ諸国公式

統計資料集成）

5. France, Journal Officiel et Dabats Parlementaires, 1869～ 1985. （フラン

ス官報及び国会議事録）

6. Government Organization Manuals, 1900～ 1980. （世界各国政治機構要

覧シ リー ズ）

7. The New York Times,1851～ 1986 & Index. （ニューヨークタイムズキ氏）

8. Buι：nrorpa【Imrr月IIOHIIII,1734-1958 （ロシア・ソ連で出版された日本

関係文献）

『大惣本目録』の刊行について

大量文献情報遡及変換入力システム研究会が聞かれる

外国学術図書の購入について

〈展示会〉 「近世人の読書一大惣本をめぐって」を開催

ご利用ください研究個室

1988年 7月

学術情報システム整備のこれまでとこれから （学術情報センター教授）井上 如

大型コレクション10年の蓄積

昭和62年度特別図書の購入

昭和62年度高額図書の購入

貴重書指定基準の改正及び運用に関して

AV (Audio Visual）資料の利用について

昭和62年度 附属図書館の利用概要

昭和63年度調査研究員の委嘱

図書館の「課J名変更

「田中美知太郎文庫目録」の刊行

「新入生のためのLibraryGuideJ発行

図書館と博物館 （文学部教授）朝尾直弘

上野文庫 （経済学部教授）平井俊彦

変りゆく目録ーオンライン検索始まる一

学術情報センタ の電子メ ルサ ビス始まる

トピックス 〈展示会〉 (1) ジャーナリズムの源流一上野文庫の紹介一

(2）日本の “生物学”前夜と夜明け 展

第4回日米大学図書館会議を開催

目録システム講習会を開催

昭和62年度蔵書統計
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1988年 12月
図書と学術情報 （理学部教授）川那部浩哉

「特殊コレクション巡り」 ④一本草学関係文献紹介本草文献一 （薬学部教授）田端 守

東洋学文献センターにおける中国関係データベースの作成 （人文科学研究所）森賀一恵

「外国学術図書」の利用案内

霊長類研究所図書室の別刷収集について （霊長類研究所）河田いこひ

開架閲覧室 （2階）の一部配置換

〈講演会〉アメリカにおける大学図書館の現況について

《主題別研究集会〉大学図書館のレファレンス・サービス

〈シンポジウム〉学術情報システムと口 力ル目録システム

〈懇談会〉情報検索・電子メールシステムに関する利用者との懇談会

図書検索とCD・ROM （大型計算機センター教授）星野 聴

1989年 3月

防災科学資料センターについて （防災研究所助教授・防災科学資料センタ一）松村一男

〈主題別研究集会〉出版物の新しい形態と大学図書館

〈地域ネ ットワーク〉奈良教育大学図書館、京大・学術情報センターと接続

〈研究集会〉大学図書館のネ ットワーク形成をめざして－情報検索と新しいサービスの在り方を求めて一

「雲J（標題写真）を改版

－資料紹介：世界諸地域・諸民族の文化を調べる ・・ HRAF資料について一 （附属図書館）木村伸夫

1990年 1月

地域研究と学術情報 （アフリ力地域研究センタ一長）伊谷純一郎

昭和63年度高額図書の購入報告

昭和63年度特別図書の購入報告

昭和63年度高額二次資料の購入報告

昭和63年度高額参考図書の購入報告

「大惣本目録j第1、2分冊の刊行について

「京都大学同和問題文献・資料コーナー図書目録－1974～1988－」を刊行

利用者との接点“図書館のカウンター”は何をしているか・・・・

図書館のカウンターの奥では・・・・・一附属図書館の職員の仕事一

図書館間貸出にかかる「現物貸借申合せ」について

「外国出版物の購入価格問題に関する調査研究」の報告書まとまる

「目録システム講習会」を開催

〈主題別研究集会＞CD-ROMの利用状況

平成元年度調査研究員の委嘱

昭和63年度附属図書館の利用概要

「新入生のための LibraryGuide 1989Jの発行

昭和63年度蔵書統計

1990年 2只

大学図書館の将来－「近畿地区国公立大学図書館協議会・平成元年度主題別研究集会J講演記録一

（教育学部助教授）原田 勝
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1990年 3月
読んだり、見たり、聴いたり （教養部教授）新田博衛

史料に見る湯川先生と税務署 （基礎物理学研究所教授・大阪医科大学教授）牧 二郎、河辺六男

附属図書館90年忘れ残りの記 （法学部整理掛長）虞庭基介

京都大学図書目録作成の電算化にあた って

図書館業務電子計算機の更新について （概報）

学内LAN (KUINS）完成と図書検索デモ

「維新資料展 扉風・器物 ・額－J開催される

平成元年度大学図書館職員長期研修に参加して （化学研究所図書掛長）小菅敏明

第3回国立大学図書館協議会シンポジウム （西地区）開催される

「京都大学図書館業務関係規程集Jの刊行

英文図書館利用案内の紹介

学術情報としての生物標本 （農学部教授）岩井 保

瀬戸臨海実験所所蔵の図書・資料について （瀬戸臨海実験所所長、教授）原田英司

平成元年度 高額図書の購入報告

平成元年度 特別図書の購入報告

1990年 7月

「効率的遡及入力方法jについて一主題別研究集会の講演要旨一 （学術情報センタ一教授）宮沢 彰

学術情報センターにおける研修 （教養部閲覧掛長）森 稔夫

「京都大学における図書館資料の不用決定及び廃棄に関する取扱要領」について

京大のなかのダーウィン （理学部助教授）回隅本生

黒田梁太郎寄贈図書について （教養部助教授）松田 清

黒田梁太郎寄贈洋書目録

CD-ROMによる検索サービス開始のお知らせ

館内オンライン検索の利用状況

平成2年度調査研究員の委嘱

TSSオンライン目録検索の利用開始について

「京都大学図書目録作成電算化に伴う講習会jの報告

秋季展示会「和漢書古典籍のさまざまjへのご案内

平成元年度附属図書館利用実績統計

平成元年度蔵書統計

大惣本目録刊行によせて （文学部教授）日野龍夫

TSSオンライン目録検索の利用状況について

マルチメティアと図書館 （大型計算機センタ一助教授）久保正敏

KUINSを利用した新しい図書館情報サービス計画の実験について

秋季展示会「和漢書古典籍のさまざまj開催される

CD-ROMに関するアンケート調査結果について

平成2年度 目録システム （地域）講習会を開催

第4回国立大学図書館協議会シンポジウム （西地区）開催される

「平成2年度大学図書館職員講習会jの開催

1990年 10月

1991年 1月

大学図書館職員長期研修に参加して：研修日記より （附属図書館情報管理課）平元みさえ

「平成2年度漢籍担当職員講習会 （漢籍電算処理）」の開催

「平成2年度漢籍担当職員講習会 （中級）」の開催

CD-ROMの利用方法の一部変更
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1991年 3月
イギリ ス 、 ヨ ー ロ ッパ及びアメリカにおける書誌コン トロール： 現状と展望

一「平成2年度近畿地区国公立大学図書館協議会 ・主題別研究集会」講演記録一

（書誌マネージメントセンター（英国パース大学学長）フィリッフ。ブラ イ ア ント

1991年 7月

古典籍と目録 （附属図書館長）西田龍雄

パリ市歴史 ・地誌関係資料コレクション （工学部教授）加藤邦男

パリ市歴史 ・地誌関係資料コレクション目録 （抄）

教養部図書館が、変りました。

東南アジア研究センターの図書室について （東南アジア研究センター）北野康子

「自然科学系研究者の情報要求と利用に関する調査」の集計結果について （附属図書館）谷口敏夫

『国文学とコンビュータシンポジウム（第2回）』見聞録 （附属図書館）谷口敏夫

平成2年度蔵書統計

タイ国の 『年次法律集纂J （東南アジア研究センタ一所長）矢野 暢

「上野文庫jによせて （経済学部教授）木崎喜代治

平成2年度特別図書購入報告

平成2年度 学生用図書 （高額図書）購入報告

附属図書館所蔵図書6点が、新たに貴重書に認定される

平成3年度調査研究員の委嘱

雑誌目録作成講習会の開催

平成3年度 秋期展示会の開催について

主題別研究集会を開催

鈴鹿本 今昔物語集をめぐって （文学部教授）安田 章

1991年 8月

1991年 12月

『西アフリカの歴史と民族』コレクション （アフリカ地域研究センタ一助教授）市川光雄

平成2年度 附属図書館利用実績統計

「アメリ力の大学図書館の現状と課題」 （要旨）－「平成3年度近畿地区国公立大学図書館協議会」講演会要旨－

（ノーザンイリノイ大学教授）T.F.ウエルチ

図書館職員長期研修参加記 （医学図書館）原 裕之

目録システム （地域）講習会を開催

国立七大学附属図書館協議会等の開催
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1992年 2月
情報と専門職員と （理学部動物学教室・生態学研究センター）川那部浩哉

附属図書館所蔵図書21点が貴重書に認定される

平成3年 秋期展示会の報告 『東アジアの文字と文献J 併設展：最近の貴重書 （附属図書館専門員）奇口敏夫

平成 3年度学術情報センタ一 ・総合目録データベース実務研修 参加報告 （附属図書館洋書目録情報掛）

小川恭弘

主題別研究集会の開催

附属図書館長の交代

「京都大学附属図書館における電子フ ァイリングシステムj報告書作成

館長サナギの見習い日記 （附属図書館長）朝尾直弘

・資料紹介：新しいCD-ROMがはいりました ①Boston Spa Conferences on CD-ROM 

②Boston Spa Serials on CD-ROM 

1992年 6月

③Bibliographie Nationale Franc;:aise depuis 1975 sur CD-ROM 

④Deutsche Bibliographie on CD-ROM: DB-CD aktuell:1986 ff. Series A,B,C,H & N 

お知らせ 土曜日のサービスが変わりました

利用者カードを発行しています

図書館利用案内が、できました

文献複写の入手がはやくなります

平成 3年度蔵書統計

図書館の動き：新館長の就任

平成4年度調査研究員の委嘱

協議会の開催

日米大学図書館ワンデイセミナーの準備

チベット大蔵経 （文学部教授）御牧克己

平成 4年度展示会のお知らせ

1992年 9月

・資料紹介：新しいAV資料がはいりま した ①国際会議 ・学会その他集会における聴く力、話す能力

②The Carsat Crisis (BBC) 

③Faces of Japan 

④at home in Britain (BBC) 

①ESP必JAViva (BBC) 

⑤ハングンマール

⑦日本語授業の実際

本学教官等の寄贈図書を紹介します

お知らせ マイク 口フ ィルム化資料目録ができました

文献複写がカードでできます

冊子体の図書目録ができました

OPACのマニュアルが改訂されます

OPAC所蔵データ登録状況

図書館の動き 平成4年度調査研究員の委嘱

電子計算機システム更新の準備

新規採用職員の研修

協議会の開催

自己評価基準検討委員会の設置

日米ワンテイセミナー ・第13回大学図書館研究集会の準備
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「旭江文庫」の生みの親大賀寿吉氏のこと （文学部教授）岩倉具忠

御存知ですか 7－附属図書館サービス紹介

お知らせ 土曜日も開館しています

オンライン目録検索に新機能力ず追加されました

3月で卒業、転退職を迎える方へ

大型コレクシ ョンの購入が決まりました

黒田麹塵関係資料目録ができました

各大学図書館相互利用担当の方へ

図書館の動き 展示会の開催

鈴鹿紀氏に褒賞

大学図書館職員講習会の開催

協議会の開催

学術情報センターシンポジウムの開催

1993年 1月

1993年 3月

過渡期に立つ大学図書館一日米ワンデイセミナーの印象ー （附属図書館長）朝尾 直弘

日米ワンデイセミナー開催カf決まるまで－「事務局日誌」抄一

御存知ですか 7一文献複写サービスと他大学図書館の利用

－資料紹介：本学教官等の寄贈図書を紹介します

お知らせ 図書館利用証を発行します

CD-ROMの利用時聞が延長されました

外国雑誌センタ一購入雑誌が一部変更されます

報告 洋学資料展「江戸期における翻訳の世界」 （平成4年度附属図書館展示会）報告

平成5年度図書館力レンダー

図書館の動き 主題別研究集会の開催

附属図書館商議会の開催

鈴鹿紀氏に紺綬褒賞並びに賞杯を伝達

研修への参加

京都大学附属図書館年間統計 1991年度

I 利用統計概要

TI 開館状況及び利用対象者状況

][ 入館利用状況

ν 一般図書貸出状況

v 閲覧利用状況

¥1: 種々の赤lj用統計

河予算統計

利用統計等について （解説）

予算統計について （解説）
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範囲記・知信記・兵範記 （総合人間学部教授）上横手雅敬

お知らせ 文庫・新書の貸出をはじめました

「図書館の達人J（ビデオ）を購入しました

新聞ラウンジのソファが新しくなりました

同和問題図書目録ができました

報告 新入生オリエンテーションの開催

目録検索講習会の実施

教養部改革と図書館一総合人間学部の発足一 （附属図書館専門員）小山隆義

1993年 6月

各大学図書館相互利用担当の方へ 他大学の方が京都大学の所蔵資料を閲覧される場合のお願い

平成4年度蔵書統計

図書館の動き 「鈴鹿本今昔物語集Jの修補

「園女歌舞妓繕詞」複製本の作成

OPAC/TSS説明会の開催

附属図書館商議会の開催

事務機構改善検討委員会専門部会の設置

協議会の開催

講演会の開催

電子計算機システム更新の準備

日米ワンデイセミナー・第13回大学図書館研究集会報告集出版の準備

1993年 9月

大型コレクション「アメリカ合衆国最高裁判所事件記録および趣意書集成第1部

1832-1915年」について （大学院法学研究科兼法学部教授）木南 敦

ご存知ですか？一文献の集め方一

お知らせ 新聞ラウンジに禁煙コーナができました

新規登録図書の冊子体目録ができました

展示会を開催します

・資料紹介平成3年度 ・4年度購入 特別図書、学生用図書 （高額図書）

図書館の動き 商議会等の開催

次期電子計算機システムの決定

新規採用職員の館内研修

京都大学百年史の編集

自己点検・評価実行委員会の開催

目録業務システム専門委員会の設置

京大附属図書館所蔵の漢籍抄本 （文学部教授）興膳 宏

・資料紹介 本学教官等の寄贈図書を紹介します

ご存じですか？一雑誌及び特殊資料の利用一

お知らせ オンライン目録検索サービスを拡大します

全国大型コレク ションをご案内します

「図書館の達人」 （ビテオ）／て 卜2を購入しました

春季休暇中の長期貸出を行います

3月で卒業・修了される皆様にお願いします

1994年 1月

報告 平成5年度附属図書館展示会「京洛出版の軌跡一五山版、古活字版、八文字屋本－」な らびに併設展

「古典籍の修復と複製」

図書館の動き 商議会の開催

展示会の開催

日米ワ ンデイセミナー・第13回大学図書館研究集会報告集の刊行

目録業務システム専門委員会の開催

NACSIS-1円講習会の開催

目録システム講習会の開催

外国雑誌購入にかかる諸問題についての懇談会の開催

33 



情報環境の整備と電子図書館 （工学部教授）長尾 真

お知らせ 図書館利用証を発行します

新入生オリ工ンテーションのご案内

テレックスサービスを終了します

蔵書紹介 附属図書館所蔵「清原家家学書34種」

京都大学附属図書館年間利用統計（平成4年度）

図書館の動き 近畿地区国公立大学図書館協議会シンポジウムの開催

雑誌目録担当職員システム研修の開催

図書館職員研修会の開催

研修への参加

目録業務システム専門委員会の開催

近畿北部地区国立大学図書館機械化連絡会議の開催

1994年 3月

1994年 6日

情報ネットワークの進展と大学図書館一近畿地区国公立大学図書館協議会シンポジウム「高度

情報ネットワーク時代の図書館サービス」の講演記録ー

（図書館情報大学教授）原田 勝

お知らせ 夏期休暇中長期貸出を下記の日程で行います

休館 ・時間変更等

新しい英文利用案内が、できました

CD-ROMで外国学位論文の検索ができます

全国共同利用図書資料（大型コレクション）の利用案内について

報告 電算機システムの更新について

附属図書館利用オリエンテーションの開催

－資料紹介 平成5年度特別図書 ・学生用図書 （高額図書）

平成5年度蔵書統計

図書館の動き 「鈴鹿本今昔物語集」の修補終わる

商議会の開催

平成6年度調査研究員の委嘱

協議会の開催

平成6年度目録担当職員システム研修の開催について

坪井家旧蔵本の洋学資料 （総合人間学部教授）松田 清

理学部図書管理システムについて （理学部地球物理学教室技官）麻生和彦

鈴鹿本今昔物語集の修補に関わって（特別寄稿） （前附属図書館事務部長）吉岡干里

お知らせ 展示会「吉田松陰とその同志」の開催

電子版展示会の開催について

LSN (Library Service News）の創刊

地下書庫のOPAC稼働開始

全国共同利用図書資料（大型コレクション）の利用案内について

1994年 9月

部局からのお知らせ 展示会の開催（経済学部）（『かわら版から新聞へ京大経済学部所蔵「上野文庫」展』）

図書館の動き 商議会の開催

京都大学附属図書館将来構想検討委員会の設置
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1994年 10月
本屋と草紙屋一展示会「京洛出版の軌跡一五山版、古活字版、八文字屋本－J記念講演記録ー

日本 に お け る 科 学 の 歴 史 資料保存 （理学部教授）佐藤文隆

「空」から「雲Jへ、「雲」から「空」へ （参考調査掛）都築澄子

報告 平成6年度附属図書館展示会「吉田松陰とその同志」および電子版展示会報告

「OPAC/TSS利用者アンケー卜j集計結果について

（名誉教授）漬田啓介

1995年 1月

第7回国立大学図書館協議会シンポジウム （西地区）に参加して （農学部学術情報掛）長坂みどり

図書館の動き 商議会の開催

大学図書館職員講習会

閲覧システムの更新予定

目録業務システム専門委員会の開催

ILLシステム地域講習会の開催

電子図書館ワーキンググループの設置

館長在任3年間を顧みて （附属図書館長）朝尾直弘

お知らせ 図書館利用証を交付します

新入生オリ工ンテーションのご案内

中国語による附属図書館利用案内の発行について

附属図書館利用案内1995年版の発行について

図書館ツアーの実施について

全国共同利用図書資料 （大型コレクション）の利用案内について

CD-ROMネットワーク検索システムの導入について

1995年 3日

阪神大震災の一こまー神戸商船大学附属図書館復旧支援からー （情報管理課受入掛）後藤慶太

阪神大震災への京都大学附属図書館の対応

－資料紹介：寄贈図書の紹介

図書館の動き 商議会の開催 （第3回および第4回）

専門委員会の設置

平成7年度調査研究員の委嘱

目録業務システム専門委員会の開催 （平成6年度第4回）
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京都大学附属図書館の現状 （附属図書館長）長尾 真

土 ・日のサービス拡大について

CD-ROMサ バの運用開始について

閲覧システムの更新について

新年度の利用証交付状況

附属図書館利用オリエンテ←ションを開催

図書館の動き（1) 商議会専門委員会の開催 （第1～3回）

平成 7年度第1回部局図書系事務連絡会議開催

次期リプレース検討に着手

平成8年度歳出概算要求概要

1995年 6月

京都大学同和問題文献・資料コーナ一図書目録 （1974～1994）を発行

OPAC/TSS利用マニュアル第2版を発行

図書館の動き （2) 平成 7年度目録担当職員システム研修会

寄贈図書資料紹介

平成 6年度蔵書統計

全国共同利用図書資料 （大型コレクション）のご案内

附属図書館WWWサーバの立ち上げ、

夏季休業中の利用について

夏季休館・時間変更等のお知らせ

1995年 9月

利用者からみた大学図書館システム （大学院工学研究科助教授）石原慶一

図書館職員長期研修に参加して （元附属図書館和書目録情報掛）今井淑子

バックナンバ ・センター （BNC）整理作業について

京都大学インターネ ット講習会

平成7年度秋季展示会

平成7年度目立大学図書館公開事業

共同研究室の閲覧利用について

図書館の動き （1) 海外視察報告「米国における大学図書館事情と電子図書館の動向」

NEEDS/WSデモ

平成7年度目録担当職員システム研修

平成7年度商議会専門委員会 （第4・5・6回）

平成7年度第1日商議会

平成7年度第1回選書分担商議員会議

部局図書系掛長会議

部局端末システム担当者会議

次期システム検討委員会

廃棄図書整理作業

バックナンバーセンタ一整理作業

平成7年度第1回図書館情報システム特別委員会目録システム専門委員会

図書館の動き （2) JOIS講習会

寄贈図書資料紹介

NACSIS-IR地域講習会

京都大学インターネット講習会

部局図書系掛長会議

目録システム地域講習会

全国共同利用図書資料 （大型コレクション）のご案内
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1995年 12月
もっとよくなる，もっとよくなる京大図書館 （理学部3回生）清水健太郎

一つの業務改善の試み一附属図書館相互利用掛一 （附属図書館相互利用掛）長坂みどり

電子図書館ワーキンググループの活動について

附属図書館が変わります｜

図書館利用証もかわります

教育研究学内特別経費で図書の充実

平成7年度図書資料大型コレクション 購入決定

洋図書の遡及入力作業について

「研究開発室」（仮称）の設置について

マルチメディア端末クラスタの設置について

京都大学インターネ ット講習会

平成7年度展示会報告

図書館の動き （1 ) 平成7年度漢籍担当職員講習会 （電算化）（人文研・東洋学文献センター）

平成7年度第2回図書館情報システム特別委員会ILL専門委員会 （阪大）

平成7年度近畿地区国立大学図書館協議会主題別研究集会 （阪大）

平成7年度秋季展示会「舎密局から三高へJ
平成7年度第2回図書館情報システム特別委員会目録業務システム専門委員会

平成7年度NACSIS-IR地域講習会

平成7年度第1回目録システム地域講習会

平成7年度秋季展示会講演会

平成7年度学術情報センター ・シ ンポジウム （立命館大学）

平成7年度第2回目録システム地域講習会

平成7年度国立大学図書館公開事業「幕末・明治期古写真等資料展～忘れられた日本の

風景、風俗～」

平成7年度漢籍担当職員講習会 （初級）（人文研・東洋学文献センター）

平成7年度史料管理学研修会

平成7年度学術情報センターセミナー （学情センタ一）

平成7年度大学図書館職員講習会 （阪大）

図書館の動き （2) 平成7年度第7回商議会専門委員会

学術情報センター主催「学総目和文編全国調査説明会」 （薬学部講堂）

平成7年度国立大学図書館公開事業講演会「写された幕末・維新j

電子図書館ワーキンググループ

近畿地区国公立大学図書館協議会研修会 （神大）

平成7年度第3回図書館情報システム特別委員会ILLシステム専門委員会 （阪大）

平成7年度京都大学監督者 （係長）研修

次期システム検討委員会

館長部局図書館（室）見学

図書館の動き （3) 附属図書館入退館システム導入に関する仕様策定委員会の設置

ILLシステム地域講習会

部局端末システム担当者会議

ロビーワーキンググルーフ報告 （ロビー改善案）

平成 7年度第8回商議会専門委員会

平成7年度第3回図書館情報システム特別委員会目録業務システム専門委員会

平成7年度第2回商議会

館長から田中元子氏へ遺児育英資金を贈呈

図書館の動き （4) 全国共同利用図書資料 （大型コレクション）の利用案内について

寄贈図書資料紹介

37 



附属図書館商議員の役割 （大学院工学研究科教授）木村磐根

附属図書館利用についての二股膏薬的解説 （文学部研修員）野口 隆

大学図書館サービスの一考察 （附属図書館事務部長）繰回智晴

外国の新聞 ・週刊誌が増えました

附属図書館へょうこそ

貸出・返却・入庫検索時間の変更について

ここが変わります

新入生オリエンテーションのご案内

図書館の動き （1) 平成 7年度京都大学インターネ ット講習会

平成 7年度第9回商議会専門委員会

平成 7年度第3回商議会

図書館利用証の交換作業開始

平成 7年度第1回学内講演会「聞かれた図書館をめざしてJ

1996年 3月

平成 7年度第3回図書館情報システム特別委員会目録業務システム専門委員会

平成 7年度第2回学内講演会「最近のドイツにおける電子図書館の状況について」

平成 7年度近畿地区国公立大学図書館協議会主題別研究集会

平成 7年度近畿北部地区国立大学図書館機械化連絡会議

平成 7年度第4回商議会

臨時休館

端末機器室の設置

寄贈図書資料紹介

1996年 5月

附属図書館の1年 （附属図書館長）長尾 虞

1996年 10月

転換期を迎えた大学図書館 （京都大学総長）井村裕夫

Geo Refのネ ットワーク利用について （前理学部図書掛長）慈道佐代子

アメリカの大学図書館訪問記I:MIT （マサチューセ ッツ工科大学） （附属図書館専門員）片山 淳

平成7年度学術情報センタ ・セミナー参加報告 （附属図書館洋書目録情報掛）忽那一代

図書館の動き （1) 附属図書館利用オリエンテーションを開催

「利用者のためのNACSIS-IR講習会jを開催

図書館の動き （2) 洋図書遡及入力作業報告 （平成7年）

インターネットを利用してみませんか

図書館の動き （3) 鈴鹿本「今昔物語集」展示会のお知らせ

「論文・レポートのための文献収集講座jを開催

図書館の動き （4) 新入生・新院生利用証交付状況 （平成6・7・8年）

電子図書館に向けて・・・附属図書館のホームページを試験公開しました OPACも検索

できます （一部分）

図書館の動き （5) CD-ROMネットワークサーバシステムにGeoRef（地質学文献情報）を追加

“access.txt一文献調査・利用ガイド （betaversion）門を刊行

附属図書館1Fで利用できるCD-ROM

資料利用案内 全国共同利用図書資料 （大型コレクション）の利用案内について

教官寄贈資料紹介 （平成8年4ー7月）

図書館日誌

平成7年度蔵書統計 （入力件数）
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1997年 3月
倫理学者にもわかる工学書を （文学研究科教授）加藤尚武

PsycLIT （心理学行動科学文献情報）のネットワーク利用について （総合人間学部参考調査掛長）沼津 博

アメリカの大学図書館訪問記ll:UCLA（カリフォルニア大学口サンジ‘工jレス校）（附属図書館専門員）片山 淳

第9回国立大学図書館協議会シンポジウム （西地区：名古屋大学）に参加して （附属図書館資料運用掛長）小川晋平

図書館の動き 学術情報センターとの共催による地域講習会 （IR,CAT, ILL) を開催

学術情報センターの新目録所在情報サービス説明会を開催

「電子図書館システム」構築に向けて動き始めました

本館ホームページが「国立大学等優秀広報誌等表彰・奨励賞Jを受賞しました

展示会「『今昔物語集Jへの招待」を開催

「論文・レポートのための文献収集講座」開催は大好評のうちに

CD-ROMネットワークサーバシステムにPsycLIT（心理学行動科学文献情報）追加

“access.txt一文献調査・利用ガイド （第1版）”の刊行を計画中

新入生オリエンテーション開催のご案内

図書館利用証と学生証の一元化について

平成8年度大型コレクション「古地図及び地理学文献コレクションJ（室賀コレクション）を購入

全学共通科目用参考図書、大学院生用専門参考図書および留学生用図書館資料の購入費が認め

られました

全国共同利用図書資料 （大型コレクション）の利用案内について

教官寄贈資料紹介 （平成8年8月一平成9年2月）

平成8年度学生希望購入図書一覧

図書館日誌

ディジタル図書館 （附属図書館長）万波通彦

1997年 10月

京都大学附属図書館百年の沿革 （附属図書館専門員）奥典子、片山 淳、小山隆義

図書館の動き 新入生オリエンテーションを開催しました

文献収集講座を開催しました

電子図書館的機能の具体化のために「電子図書館専門委員会」設置

京都大学創立百周年記念展覧会 知的生産の伝統と未来

附属図書館利用統計から （平成8年度）

全国共同利用図書資料 （大型コレクション）の利用案内について

教官寄贈図書一覧 （平成9年4～7月）

業務日誌 （平成9年3～8月）

蔵書統計 （平成9年3月31日現在）

電子図書館システム披露式（1998. 3. 2）特集

生まれたての電子図書館をよろしく （附属図書館長）万波通彦

京都大学電子図書館のスタートにあたって （京都大学総長）長尾 真

祝辞 （文部省学術国際局学術情報課長）林 一夫

電子図書館システムデモンストレーション （附属図書館専門員）片山 淳

電子図書館を含む新システム関連業務日誌

井戸松尾家文書仮目録について

井戸松尾家文書仮目録
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1998年 9月
「ハイブリッド型図書館」の充実を （附属図書館長）菊池光造

印刷文化と手稿ーヴァレリーにおける 〈モノとしての書物〉 （人文科学研究所助手）森本淳生

全学共通科目「情報探索入門」の試み 図書館の役割について （附属図書館参考調査掛）慈道佐代子

シリーズ「京都大学図書館巡り」序 （附属図書館電子情報掛）後藤慶太

OPACを使ってみませんか （薬学部図書掛長）渡遷誠

図書館の動き 京都大学附属図書館秋季展示会予告「日本の西方・日本の北方ー古地図が示す世界認識」

京都大学附属図書館所蔵室賀信夫コレクション古地図展

記念講演「洋学からみた室賀コレクション」

新業務システムについて

部局図書室からのお知らせ 生態学研究センタ一図書室

附属図書館利用統計（平成9年度）

教官寄贈図書一覧 （平成10年4月～8月）

蔵書統計 （平成10年3月31日現在）

『百万塔陀羅尼Jの語るところ （人文科学研究所教授）勝村哲也

1998年 10月

ネットワーク時代の図書館サービス：アメリカ大規模大学図書館見学記①スタンフォード大学 （附属図書

館参考調査掛）山中節子

総合人間学部図書館紹介ーシリーズ「京都大学図書室巡り」 （総合人間学部参考調査掛長）堤 美智子

平成10年度大学図書館職員長期研修に参加して （附属図書館受入掛）島 文子

電子図書館を使ってみませんか一利用の手引きシリーズー （薬学部図書掛長）渡遺 誠

電子図書館ネ ットワーク利用統計 （情報発信・配信）

1999年 2月

Classics in the Libraries of Kyoto University （大学院文学研究科教授） CraHく， ElizabethM. 

古代メソポタミアの粘土板 （人文科学研究所教授）前川和也

イギリスの図書館ネ ットワーク：英国図書館・イギリスの大学図書館訪問記①英国図書館新館 （TheBritish Library 

at St Pancras) （工学研究科・ 工学部電気系図書室）呑海沙織

経済学部図書室紹介ーシリーズ「京都大学図書室巡り」ー （経済学部図書室）菅 修一、中尾佳樹

物理学教室図書室における図書貸出・返却新システムの稼働 （理学部物理学教室図書室）西尾淑子

外国語雑誌目次データベース （SwetScan）の提供を始めました一利用の手引きシリーズー

Digita旧ookCreatorの提供を始めました一利用の手引きシリーズー

附属図書館内設置端末機利用についてのお願し1ーマナーを守って学習・研究の便利な道具に一

教官寄贈図書一覧 （平成9年度下半期未掲載分）

図書館の動き AVホールの機器が一新されました

車椅子対応の入退館装置が完成
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1999年 3月
総合研究からみた集中方式的図書館機能充実への願い

（大学院人間・環境学研究科教授）北畠能房

中国古代における書物の編纂 （人文科学研究所助教授）冨谷 至

新入生オリ工ンテー ションのご案内

沿革史編纂から大学アー力イヴズへ （大学院文学研究科助手・百年史編集史料室員）西山 伸

薬学部図書室紹介ーシリーズ「京都大学図書室巡りJ- （前薬学部図書掛長）渡遷 誠

平成10年度全国共同利用図書資料 （大型コレクション）－「18世紀フランス建築 ・都市資料」の購入について

平成10年度全国共同利用図書資料 （大型コレクション）－「18世紀フラ ンス建築・都市資料Jリスト

教官寄贈図書一覧 （平成10年9月～12月）
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英語 ・仏語

access.txt文献調査 ・利用ガイド（第1版） Vol.33 No.2 

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization pamphlets (1889 -1955) （マイクロフィルム） Vol.16 No.2 

American men and women of science・ Pysical and biological sciences. 13thed. 7vols. Vol.15 No.5 

American Men of Science; a biographical directory. 10th ed. 5vols. （現代アメリカ合衆国科学者総覧）Vol.4 No.6 

American Periodicals Series, I III （アメリカ定期刊行物集成） Vol.24 No.4 

Annual Reports of the Major American Companies, Complete set through 1985. （米国大企業年次報告集成） Vol.24 No.4 

Archivio storico italiano 

Arts & Humanities Citation Index, 1977-

at home in Britain (BBC) 

Author catalog; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards, 1948-1952. 24 v. 1960. U.S. Librarγof Congress 

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie 

Biblio; Catalogue des ouvrages parus en langue franc;:aise dans le inonde entier, 1934 -1970. 

Bibliographie Nationale Franc;:aise depuis 1975 sur CD-ROM 

Bibliographic Guide to Government Publications. 

Bibliographie de la litterature franc;:ai使 命 1800a 1930目 3v.(1800年から1925年におけるフランス文献の書誌）

Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne. Nouv ed. vol.1-45. 1843-1965 

Book in print, 1977 /78. 4vols. 

Boston Spa Conferences on CD-ROM 

Boston Spa Serials on CD-ROM 

British Museum.General Catalogue of Printed Books （大英陣物館印刷図書 目録） V.1-243 

British Union Catalogue of Periodicals in Corporating World List of Scientific Periodicals，日l.forthe National Central Libraly,1960-1965 

Cahiers du Communisme. 1924 -1972. (Reprint) 

The Carsat Crisis (BBC) 

A catalog of books represented by Library of Congress printed cards, issued to July 31, 1942. 167 v. 1942 -1946 U.S目 Lil〕raryof Congress 

Catalogue general〔lela librairie franc;:aise,1840-1925. 32v. (1840年から1925年におけるフランス文献の一般目録）

Chemical Abstracts, 11th Collective Index 

La collection des Proces -verbaux de J!Assemblees nationales de 1789 a 1813. 332 vols. （フランス国会議事録）

Comprehensive Dissertation Index (CDI), 1861～ 1972. 37巻，1973.Supplement. 5巻

Cumulative Book Index; a world list of books in the English language.1898 1965. 

Deutsche Bibliographie （ドイツの主要書誌）

Deutsche Bibliographie on CD-ROM:DB-CD aktuell:1986丘SeriesA,B,C,H & N 

Deutsche Nationalbibliographie. （ドイツの主要書誌）

Vol.16 No.1 

Vol.21 No.1 

Vol.29 No.2 

Vol.3 No.6 

Vol.21 No.1 

Vol.15 No.5 

Vol.29 No.1 

Vol.21 No.1 

Vol.2 No.2 

Vol.15 No.5 

Vol.15 No.5 

Vol.29 No.4 

Vol.29 No.1 

Vol.1 No.3 

Vol.3 No.5 

V。1.16 No.2 

Vol.29 No.2 

Vol.3 No.6 

Vol.2 No.2 

Vol.24 No.4 

Vol.16 No.1 

Vol.15 No.1 

Vol.2 No.3 

Vol.6 No.5 

Vol.29 No.1 

Vol.6 No.5 

Deutsches Biicherverzeichnis；…（ドイツの主要書誌） Vol.6 No.5 

Diccionario Enciclopedico U.T.E.H.A 1950-1952. lOvols. （スペイン語で書かれたメキシコの百科事典） Vol.4 No.6 

Dissertation Abstracts Vol.5 No.6 

Dissertation Abstracts International （世界学位論文抄録） Vol.15 No.1 

The Eighteenth Century.第 1期：ユニ ット1～ 56(18世紀刊本文献集成） Vol.24 No.4 

ERIC （教育学関係データベース） Vol.17 No.3 

ESPANA Viva (BBC) Vol.29 No.2 

European Official Statistical Serials, 1841～ 1984 （ヨーロッパ諸国公式統計資料集成）

Faces of Japan 

France, Journal Officiel et Dabats Parlementairでs,1869～ 1985. （フランス官報及び国会議事録）

French National Assemblee, 1814 -1864. Index, 1815 -1822. 134 vols. （フランス国会議事録）

GeoRef （地質学 ・地球物理学関係データベース＇ 96)

Gmelin 

Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry. 8th ed. 

Government Organization Manuals, 1900～ 1980. （世界各国政治機構要覧シリーズ）

Government Reports Announcement Annual Index. 

Grosses vollstandiges Universallexikon aller Wissenschaften und Kunste. 64 Bde. 1732-1750 & suppl目V目1751-1754目 Reprint

Halbjahresverzeichnis der Neuer heinungen des Deutschen Buchhan〔lelsmit Voranzeigen, .. （ドイツの主要書誌）．

Heinsius, W.: Allgemeines Biicher -Lexikon. v.1-19, 1700-1972. (Reprint) 

The House of Commons Parliamentary Papaers, 1801-1900. (19世紀イギリス議会資料）
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HRAF (Human Relations Area Files) 

HRAF：世界諸地域・ 諸民族の文化を調べる

International Encyclopedia of the Social Science. 17vols. 

Internationale Bibliographie der Zeitschriften Literatur. (IBZ) 

Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur （世界雑誌論文目録）

Internationale Titelabkurzungen von Zeitschriften, Zeitungen, wichtigen Handbuchern, 

Worterbi.ichern, Gesetzen, usw. （世界学術雑誌略名辞典）

Irish University Press 1000 vol. -Ser. of British Parliamentary Papers, 1801 -1899. 

Japanese Economic Statistics. Bulletin. Nos.1-105. 1946-1956. 

JIS （日本工業規格）全収版

Joecher, C.G.: Allgemeines Gelehrtenlexikon. 4vols., 7 suppl. 1750・1897.

JOIS CTICSTオンライン情報システム）

Journal Citation Reports 

Knizhnaia Letopis. 1907司1964.218 vols. 

Landolt-Bornstein,Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. New Series 

LCMARC （書誌データ ベース）

La Libraire frani;aise; catalogue g白ieraldes ouvrages en vente ... （フラ ンス文献一般目録）

LSN (Library Service News) 

National Union Catalog Library of Congress Catalog. 

National Union Catalog, Pre”1956 Imprints 

National Union Catalog, Pre1956 Imprints 

The National Library's Collection of Rare Chinese Classics. 1493 titles （台湾国立中央図書館善本漢籍）

Vol.1 No.4 

Vol.25 No.4 

Vol.5 No.3 

Vol.21 No.1 

Vol.1 No.1 

Vol.5 No.4 

Vol.16 No.1 

Vol.16 No.2 

Vol.21 No.1 

Vol.16 No.2 

Vol.18 No.1 

Vol.14 No.l 

Vol.16 No.2 

Vol.21 No.1 

Vol.18 No.2 

Vol.2 No.2 

Vol.31 No.2 

Vol.21 No.1 

Vol.21 No.1 

Vol.14 No.l 

Vol.17 No.l 

The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles 

repo1ied by other American libraries, 1953 -1957. 28 v. 1961. U.S. Library of Congress Vol.3 No.6 

The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles 

reported by other American libraries, 1958-1962. 54 v. 1963. U.S. Library of Congress Vol.3 No.6 

The New York Times, 1851～ 1986 & Index. （ニューヨークタイムズキ氏） Vol.24 No.4 

OECD刊行4如 Vol.21 No.1 

OECD出版物について Vol.14 No.3 

PsycLIT （心理学行動科学文献情報） Vol.33 No.2 

Sadtler Standard Spectra, a) Infrared grating, b)Infrared prism 

Science Citation Index －特徴と使用法．

Science Citation Index, 1961-

Social Sciences and Humanities Index. V.1; 1916-

Social science and humanities index: vol.19・27.

Social Science Citation Index,1972-

SSC! 

Supplement; ・ cards issued Aug. 1, 1942 -Dec. 31, 1947. 42 v. 1960. U.S. Library of Congress 

Ulrich's periodicals directory; a classified guide to a selected list of current periodicals, foreign 

and domestic. 10th ed. Ed. by Eileen C. Craves 

Union Catalog of Foreign Books aquired by 49 Libraries in Japan,1963 （新収洋書総合目録）国立国会図書館編

Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1867 -1933 （ドイツ帝国議会議事録）

Vollstandiges Bucher-Lexikon, 1970-1910 （ドイツの主要書誌）

A World Bibliography of Bibliographies. 4th ed. 5v. （世界の書誌の書誌）

World List of Scientific Periodicals Published in the Years, 1900-1960. 4th ed. vol.1,2,3 

ヨ＂＇ 圭五
iEft ロロ

B1’16"1norpacJ〕II兄 COBCTCI¥Ofr6II6江norpacfrn 11 （ソ連邦書誌の書誌）全ソ図書院編

Bn6,11wrpa〔］〕1rn:.Rnomrn, 1734-1958 （ロ シア ・ソ連で出版された日本関係文献）

「ocy)J.apCTB8IIIIa月江戸rn,1906-1917 （ロ シア帝国議会議事録 ）

Emero江J-JHKKl-ll!I'H CCCP （ソ連邦図書年報）全ソ図書院編

3HUIIIVIOD8只IP10CI<ifIC江oBapLT-Ba B p. A. H 11.「paHaTも HI¥O.
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あ

アムステルダムの社会史国際研究所蔵書目録

アメリカ合衆国最高裁判所事件記録および、趣意書集成第1部 1832 1915年

安乗治文庫（人文科学研究所）

井戸松尾家文書仮目録

上野文庫

上野文庫

上野文庫（経済学部）

上野文庫1附のインキュナビュラ

江戸時代書林出版書籍目録集成巻1～3索引 慶応義塾大学斯道文庫編

大山文庫

カールビューヒャ一文庫目録（京都大学経済学部）

外国の新聞－週刊誌

外国雑誌便覧全5巻 日本読書協会編I

か

各国原子力関係機関発行資料目録 昭和38年 3月末現在第 2巻 国立国会図書館編

学術雑誌総合目録 文部省大学学術局編

学術雑誌総合目録自然科学欧文篇 文部省大学学術局編 1966年版

学術情報としての生物標本

金沢文庫古文書（第1-12輯）索引 神奈川県立金沢文庫編

河上肇の 「政治学講義Jノート

漢籍抄本（京都大学附属図書館所蔵）

京都大学欧文雑誌総合目録 自然科学編1968年版

京都府資料所在目録 京都府立総合資料館京都図書館協会共編

亨保以後大阪出版書籍目録 大阪図書出版業組合編

旭江文庫：生みの親大賀寿吉氏のこと

旭江文庫（詩聖ダンテに魅せられた明治人のコレクション）

清原家家学書34種（附属図書館所蔵）

雲斎膝素巌作

「雲」の作者－斎藤素巌という人ー

黒田麹！蓋関係資料目録

黒田梁太郎寄贈図書

黒田梁太郎寄贈洋書目録

現代中国関係中国語文献総合目録 8巻アジア経済研究所イ漏 1967年刊

ゴールドスミス＝クレス文庫（経済関係初期文献集）

古活字版

高速液体クロマトグラフィ一・データ集

国際会議・ 学会その他集会における聴く力、話す能力

国際会議データベースPICMS（数学・計算機）・CONPHYS（物理）

国立国会図書館所蔵日本関係欧文図書目録

国立国会図書館蔵書目録 洋書篇 I 昭和23年 33年

五山版

五山版、古活字版、八文字屋本一本屋と草紙屋一

古代メソポタミアの粘土板

古地目及び地理学文献コレクション（室賀コレクション）

古典籍と目録

駒井文庫（京大のなかのダーウィン）

今昔物語集鈴鹿本

在米邦人園田平次郎氏寄贈 「切手コレクション」

さ
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Vol.31 特集
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雑誌記事索引 国立国会図書館編

サトラ一標準赤外スベクトル集

サン＝シモン，フーリエ文庫

参考図書所在日録（和文編） 日本私立大学協会編

1 8世紀フランス建築・都市資料

鈴木豹軒文庫

鈴木文庫目録続編（京都大学文学部）

須田文庫目録（京都大学文学部）

清家文庫附属図書館蔵

舎密局－三高資料

舎密局～三高資料

世界農林業センサス 農業集落カード 1980年版（マイクロフィッシュ）

瀬戸臨海実験所所蔵の図書資料

戦f去日本雑誌総覧

全国公共図書館逐次刊行物総合目録 国立国会図書館編第4巻 中国，四国編I 

全日本出版物総目録 国立国会図書館編昭和39年版

「’空」 から「雲」ヘ、「雲」から「空」へ

尊撰堂－維新特別資料文庫
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Vol.5 No.5 
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Vol.5 No.3 

Vol.8 No.1 
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Vol.3 No.4 
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た

ターナ一文庫（法学部）

ターナ一文庫目録（京都大学法学部）

「大学問題J関係雑誌記事索引ー昭和44年 9月現在

「大学問題関係図書」 目録（その I）昭和44年 6月現在附属図書館収集

「大学問題関係図書J目録（その II) 1969年7月より 1970年2月まで 附属図書館収集

大学問題新聞切抜帖

大学論研究の手引

第9回太平洋学術会議議事録（Proceedingsof the Ninth Pacific Science Congress) 

タイ国 『年次法律集纂J
大惣本目録

大惣本目録

台湾国立中央図書館善本コレクション（マイクロフィルム）

田中美知太郎文庫目録

谷村文庫

矢口信記

チベット大蔵経

中国関係データベース：近現代中国人物別称データベース（東洋学文献センター）

中国関係データベース：人文研所蔵中国書目録データベース（東洋学文献センタ一）

中国関係データベース：日本所見中国叢書目録データベース（東洋学文献センター）

中国古代における書物の編纂

朝鮮史原本コレクション今西｜専士蒐集天理図書館蔵 667点（7イクロフィルム）

坪井家旧蔵本の洋学資料

帝国図書館国立図書館和漢図書分類目録昭和16年1月－24年3月 国立国会図書館編

デルゲ版チベット大蔵経

トウール文庫目録（京都大学法学部）

卜ウール文庫

東海道幹線工事誌 東京幹線工事局編

唐学斎旧蔵書目録

統計集誌岩lj刊号～382号（明治13年11月～大正元年12月）

東洋学文献類目

図書館の達人（ビデオ）

図書館の達人（ビデオ）パート2
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Vol.14 No.3 
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中院文庫

『西アフリカの歴史と民族Jコレ クション

日本国外務省記録文書 （マイ クロフ ィルム版）

日本語授業の実際

な

日本年鑑類総目録 昭和39年 3月末現在 日本資料協会編

農業センサス農業集落カード 1975年 （マイクロブイッ シュ版）

は

ノfイルシュタ イン有機化学ハンド、ブック

博士学位論文 －内容の要旨および審査の結果の要旨

萩原朔太郎書誌 昭和39年 3月末現在 前橋市立図書館編

／、チェック文庫 （法学部）

ハチェック文庫目録（京都大学法学部）

八文字屋本

パ リ市歴史ー地誌関係資料コレ クション

ノfリ市歴史・地誌関係資料コレ クション目録 （抄）

ノ1ン夕、ンマ－）レ

範国記

百万塔陀羅尼

兵範記

兵範記 49巻重文 紙本墨書

平野国臣筆「和歌短朋書簡翰貼交l幅J
広島大学寄託加計隅屋文庫目録第1巻 小倉豊文編

附属図書館の管理運営の改善に関する意見書

物理学国際会議録目録

文科系文献目録 日本学術会議編

文科系文献目録 I-XIX, 1952-1968. 19巻

ペルシア語イラン文献資料集成

細川家本

本草文献（薬学部）

「毎日新聞」マ イクロフィルム版

松原文献（農学部）

松室家本

山田家本

有価証券報告書総覧、第一部上場

ワイマル共和国時代文献コレク ション

和蘭字葉

ま

や

わ
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