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海外の図書館の動き
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　今度，海外の図書館拝情の視察を命ぜられ，大

学図書館の管理・運営，建築，機械化について調

査したが，この短期間の調査旅行の中で特に印象

的であったのは，各国の大学図書館が，資料費の

不足と職員数不足の中で，研究者の情報要求に如

何に対応するかを真剣に追求している姿であっ

た。情報量の爆発により，個々の大学図書館だけ

の能力だけではその大学の情報要求に応えられな

くなり，図書館同志が協力し合わなければならな

いという考え方が一般化しており，今日の技術革

新の象徴である電算機と通信技術を使って各図書

館を結び，この網を全国的な規模にまで拡げるこ

とにより最終的には全国の図書館を一つの協力体

制の中に包含する方向に向かっていることを感じ

た。

　図書館に置かれた端末機の操作により，世界各

国の新刊出版リストができ，発注・目録作業も検

索された目録データを使って処理し，また，全国

の図書館の所蔵調査とその借用申込みもできる夢

のような図書館は想像するだけでも楽しいが，現

実にこのような図書館が海外ではできつつある、

このことを可能にしたのは機械可読目録である、

これはMARC（Machine　Readable　Catalo9－

ing）と呼ばれ，各国の出版物の目録データを機

械可読の形に入力したもので，このデータベース

を各々の図書館が検索することにより，目録作業

を軽減し，その人力形式の国際的標準化によって

図書館間の情報交換を容易にし，図書館ネットワ

ークを推進する役割を果たしている、、現在，この

事業は米国，英国，カナダ，フランス，ドイツ，

日本等で行われている

　今回は紙面の都合もあり，このMARCを使っ

た図書館ネットワークに焦、点を合わせて，英・加

・米の図書館の鵬jl情を報ll㌃し，これに関連する国

内の動きについても少し触れたい ．

　英国の全国的なネットワークとしては，英国国

立図書館のBLAISE〔旦ritishl』“）rary聖uto－

mated　InlbrmatiollScrvice）というシステムが

あり，ロンドン，ブリストル，バーミンガムヲマ

ンチェスター，ボストンスパ，エディンバラに

中継所をもつデータ通信回線を通じて，参加館は

最も近い中継所に電話回線によって接続すること

により，情報検索，受入業務，目録業務，所在調

査，相互貸借業務をオンラインで処理できる。欧

州共同体のデータ通イ、三回線のEurOlletを通じて

欧州大陸の図書館もこれに参加できる、，また，こ

のBLAISEの機能の上に雑誌管理業務の付加，

目録作業のための典拠ファイルの新設，二次情報

データベースの増設をすることにより，さらに充

実したMERLIN（唖achin£＆eadable喜brary
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InfbrmatiOl1）の開発が進められている、

　地域ネットワークとしては，まず，バーミンガ

ムを巾心とする各種の図書館を含むBLCMP
㊤irmillgham主ibraries20－operative逗ech－

anizatioll　Prqject）があり，現在はオフライン

の共同目録作業のシステムであるが，近々オンラ

インによる受入業務及び口録業務のシステムに切

り換える予定である。次にブリストル大学を中心

に近隣4大学のネットワークとしてSWALCAP
哩outh翌cstムcad．emic互brariesΩo－opera－

tiveムutomation聖oject）があり，貸出業務

及び目録業務をオンラインで処理している。さら

にエディンバラのスコットランド国立図書館を巾

心にSCOLCAP（生ottish』ibraries　Ωo－ope－

rativeムutomaton2roject）があり，その近辺

の各種の図書館が参加して，オンラインによる受

入業務と目録業務の処理を行っている。

　このように英国では全国的ネットワークと地域

ネットワークの両方が発達しつつあり，現時点で

は双方の関係は必ずしも明確ではないが．今後は

ますます後者を充実し，前者は後者のどれにも参

加しない図書館を包含し，同時に各地域ネットワ

ークと結ぶことにより書誌情報の交換を行い，全

休として全国図書館ネットワークの形成に向かう

と考えられる。

　カナダ国立図書館はDOBIS（Dortmunder
璽bliotheks§ystem）を西独より導入し，現在は

一部しか稼動していないが，将来は館内業務全

般，連邦政府機関図書館のネットワーク化，地域

ネットワークとの書誌情報交換・相互貸借業務処

理の要として働くように計画されている。

　地域ネットワークとして最も機械化の進んでい

るのはトロン1・大学の中にあるUTLAS（Univcr－

sity　of工oronto主ibraryムutomation§ystcm）

であり，トロントを中心に各種の図書館が参加し

ている。これはCATSS（璽alog§upport
§ystem）とCIRC　qgollection，lnquiry，1さepo－

rting　and．gomunication）に分かれており，前

者は目録業務，後者は貸出業務，雑誌管理，受入

業務，管理統計，目録検索を対象業務としてい

る。CATSSでは参加館は直接本部の電算機と

直結するが，　CIRCでは参加館にミニコンを置

き，間接的に結び付くことになっている。目録業

務のように全国的規模の書誌情報交換を必要とす

る業務は集中処理し，受入・貸出業務のように個

々の図書館に属する業務には参加館にミニコンを

置き，大部分をそこで処理させる考え方は英国の

SWALCAPにも見られたが，従来の図書館ネッ

トワークが集中処理至上主義であったのに対して

部分分散処理に移りつつあるのは世界的な傾向だ

と感じた。これはミニコンの性能の飛躍的上昇，

価格の低下と共にパッケージ・システムの出現に

よるものと思われる。

　米匡1国立図書館にはMUMS（皿ultipleコse

of皿AR（1§ystem）とSCORPIO　（§ubject－

9・ntent－griented旦etrieVerf・rヱr・CeSSing

Infbrmation　On－lh！e）があり，前者は館内業務

用，後者は利用者検索用である。　SCORPIOで

はこれまでに入力された約60万件の図書目録のデ

ータベースを検索でき，1981年には従来のカード

目録を凍結し，全てこのオンライン目録検索に切

り換える予定である。

　地域ネットワークとしては，ニューヨーク公共

図書館を中心にコロンビア大学とイエール大学が

参加するRLG（旦esearch　Library旦roup）の

計画が進行中であり，受入・目録・参考業務を処

理し，さらに書誌情報の交換のために議会図書館

と直結する予定となっている。現在活動している

地域ネットワークとしては，オハイオ州を中心と

するOCLC（ghioΩollege喜braryΩenter），

カリフォルニアを中心とするBALLOTS（Bib－

liographicムutomation　of上argeヨbrary

Ωperatiolls　using　a工ime－shaing§ystem）少

WLN（辺ashington要brary匹etwork）があ
り，各システムや対象業務の差はあるが，目録業

務の共同処理を中心として図書館ネットワークを

形成している。新しい計画としては，最近シカゴ

大学が図書館業務全般を処理するトータル・シス

テムとしてUniversity　of　Chicago　Library

Data　Management　Systemを完成させたが，

このシステムを中心にMIDLNET（Midwest
Region　Library　Network）　を計画中である。
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このネットワークの考え方は，参加館の対象業務

と処理量に応じて，端末，ミニコン，大型計算機

を置き，本部の電算機と直結することになってお

り，非常に融通性のある部分分散処理の形と言え

る。

　米国の地域図書館ネットワークの形式は早く，

自然発生的に生まれたので，これらのネットワー

ク間や各種情報処理機関との調整を目的として，

図書館・情報科学国家委員会が設置され，1975年

にはその報告書が出された、これは情報を国家資

源の一つとして位置付けし，地域・階層の差なく

平等に利用できるようにすべきであるとし，この

ために電算機・通信技術を利用し，各地域ネット

ワークと情報処理機関の秩序ある発展を促し，そ

れらを結びつけることによって全国図書館ネット

ワークの形成に向かおうとするものである。以

後，米国議会図書館にネットワーク開発部を設置

し，同委員会と共にその目標に向かって精力的に

研究・調査を行っている。

　以上のように各国の図書館の機械化は個々の図

書館単位の機械化ではなく，相互協力を前提とす

る地域（専門別・館種別を含む）図書館ネットワ

ークの形成と共にそれらを相互に結びつける全国

図書館ネットワークの形成に向かっている。

　我が国においても国立国会図書館で1968年から

図書館ネットワークの重要な役割を担うJAPAN

MARCの事業が開始され，同館に納入される新

刊書の目録データが全て機械可読の形に入力され

るようになり．昨年12月には同館の30周年を祝し

て，「図書館ネットワーク」をテーマに国際シン

ポジウムを開催している。日本科学技術情報セン

ターでは昭和44年に出されたN’IST（National

工nformation　System　for旦ciellce　and工ech一

nology）構想を受けてJols（JlcsT　on－line

lnfbrmation§ystem）を完成し，1976年より公

衆回線を通じて全国各地から医学文献・化学文献

等の二次情報のオンライン検索が可能となった、，

大学関係でも昭和48年に出された学術審議会学術

情報分科会の「学術情報流通体制の改善につい

て」の中でその基本的な考え方が打ち出され，そ

の具体的なシステムの在り方が大学図書館改善協

議会相互協力専門部会・機械化専門部会によって

検討され，昭和49年にその報告書が出されてい

る。このあと・東京大学のTOOL－IR（工okyo

夏niversityΩn－Line工nfbrmation区etrieval

System）と筑波大学のIDEAS（Interactive

⊇ata　base且asyムccessing旦ystem）　が完成

し，公衆回線を通じ全国各地から各種二次情報の

オンライン検索が可能となっている，「昨年暮，文

部省は学術審議会に対し「学術情報システムの在

り方．」について諮問し，学術情報処理システムの

確立及び一次情報の収集整備とその利用体制の高

度化等が検討項目となっており，共同利用体制を

基盤にした学術情報処理センターを中心とする図

書館ネットワークの可能性も出てきた感じであ

る。一方，東京大学情報図書館学研究センター長

の藤原鎮男教授を研究代表者とする科学研究費に

よる「大学図書館の情報処理トータル・システム

の開発」が進められており，我が国の大学図書館

のネットワーク化の夢も非’、戦こ現実性を帯びてき

た二、

　今度の海外出張を通じ，内外の図書館をとりま

く環境の急激な変化を目のあたりにして，この変

化に対し，京都大学の図書館としてどのように対

応すべきが今後の大きな課題であると痛感してい

る次第である。

図書館60年の回顧
谷　口　寛　一　郎

　大学図書館史として始めて刊行せられた「京大

図書館60年史」は思い出の多い重要な図書であ

る。第30頁に大正7年図書館略図が載っている

が，煉瓦造りの事務室（現教育学部図書室）の竣

工した時で私が始めて出勤，記念展観準備の手伝

いをした頃である。渡り廊’下で北へ続く木造平屋

建は医科大学から移したもので北側3室は法科大

学図書室（後の法経図書室），南側の事務室は図
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書館控室，目録掛室，L　Cカード分類目録室であ

った．LCカードは米国議院図書館から本学だけ

に寄贈されていたカード5枚連刷の最終校正刷で

専属の製本店で裁断し排列していたが嘱託1名で

始め，後に掛員4名で著者名排列カード昭和18年

残分を完了した。西側の物置は乾倉（いぬいぐ

ら1）と呼ばれ，受贈外国雑誌等が収蔵されてい

た，東側の閲覧室は間接照明によるもので卒業式

場にもなった。教官閲覧室には湯浅画伯模写のヴ

ェラスケスの「官女」が北面一杯に掛けられてい

て，始めて見る名画に感激した、

　大正3年，新村出館長がA．サトー氏旧蔵の

r耶蘇会年報一122部を購人された時，私は始め

て貴重書を見たのであるが，後日私もお手伝いを

してE．A．トラウツ独逸文化研究所主事が編纂せ

られた「BibliographischerAltJapan－Katalog》

1542－1853にもこの1耶蘇会年報」は，11：2－1L＊

（1～122）として収録されている。

京都帝国大学附属図書館　昭．9．9写

旧

閲

覧

室

　大正12年に農学部が設立され，私は購入図書受

入のため派遣せられ昼夜兼行で送状と図書を困難

な状況の下で照合した想い出がある。次に理学部

に地質学鉱物学教室が新設せられた時は大量の図

書が図書館へ搬入され廊下の片側全部に高さ1米

まで雑誌バックナンバー等を積Lげた　同教室の

図書室は壁而全部2層の書架であった　昭和6年

にこの天井から出火，昼問だったので図書は短時

間で南の空地へ持出されたが，そこへ消火用放水

が流れ込みすっかり水浸しとなった、至急図書日

録が必要とのことで図書原簿から抽出作成するこ

とになった，，出入りの一書店から応援を申出られ

20数台のタイプライターで3万冊の目録を作り上

げた。焼失図書調査に私が派遣され，少年1名を

採用し水浸し図書の乾燥，泥落し等2ケ月間寒巾

ガラスの落ちた室で残存図書を調べた。当時教室

の小火が相次ぎ図書館は被災図書の処理に追われ

た。そして昭和11年図書館に火災が起きた。新聞

閲覧室との急報で，馳けつけたところ室内は異常

なく天井裏と西側壁面内に火が走っていた。数日

前の豪雪が溶け始め，屋根の隙間から水が配電盤

に落ち，発火したものと思われる。学生達は椅子

を頭に図書を返し避難，私達はこれらの図書や法

経指定書，教官閲覧室から百科辞書等を書庫へ運

び天井の落ちる寸前に避難したが，2名が負傷，

職員1名が書庫に閉じ込められた。

　避難後気付いた西園寺公書「静脩館」の額が，

学生により持出されていたことを知り感謝感激し

た。現在この額は本館閲覧室の壁面に掲げられて

おり，また本誌㎜静脩 が今健在な由縁でもある、，

　焼失した閲覧用カードは，1年半かかって30数

名で事務用カードから作製した。この時始めて標

準型カードを使用，記入様式等も改善された、，事

務用カードは昔ながらの小型でその記入は不統
一
，
殊 に団体記入が定着せず公共機関の報告書や

学会紀要等が書名記入で分散していた．その頃読

んだM．アンの1目録法序論 1でi Union　list

of　serials（逐刊書合同目録）．1を知り購入しても

らい照合を始めた、青色カードに同目録の記述を

写し，カードを整頓し乾倉の受贈雑誌を受入，ま

た法経図書室のカードを1司様に統一し，逐刊書2

万種20万冊が一覧出来るようになったので，紀元

2600年記念事業の一つとして刊行せられることに

なった。昭和5年から昭和18年迄途中火災復旧の

5年問を除き13年かかった。これと並行して大賀

寿吉氏収集の世界的ダンテ文献3000点の旭江文庫

が寄贈せられ，黒田正利講師の方針で第1部ダン

テの著作を作品別刊年順，第2部ダンテに関する

著作を著者別に，編集などについては新村猛嘱託

と私が従事，昭和16年目録を刊行した。

　戦巾は北京の燕京大学を接収してできた綜合調

査研究所図書館に赴任したが，散乱した大学の図
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書や学生の私有物等で歩行もできないほどだ・、

た。最も驚いたことは，昭和16年に羽田亨京大総

長の依頼で芦屋の故貴志弥右衛門氏の蔵書目録作

製のため，土，日曜日に出向いて1年半かかった

想い出のその図書が買上げられていたことだっ

た　それが私達の願いも空しく整理もされず終戦

となった。勝手に持出された燕京大学の図書を極

力集め返還したことはスチュアート総長に喜ば

れ，図書は賠償目録から除外されていた。

　戦後京大文学部図書室に勤務し，定年迄18年間

を過ごした。退職後1年程アメリカ研究センター

図書室に居ったが，地階で湿気が多く，図書に

鰻，床上に地下水の溜りができ，2台の除湿器も

追付かないほどだった、北京では乾燥した空気で

図書が乾物のようになったが，図書にとって湿気

は禁物である，、

　本年は京大図書館創立80年となる 私も同年

齢，本館の栄光と発展を祈り老の繰盲を述べさせ

ていただいた

　　　　　　　　　　　（附属図書館元職員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　図書館め

原子炉実験所図書室
つζ

　原子炉実験所は，昭和38年4月に設置された比

較的新しい，全国共同利用研究所である。

　研究用原子炉（KUR）及び，臨界集合体実験

装置（KU　C　A）を中心に，工学，物理学，化

学，生物学，医学等の研究分野の教官80名（研究

部門数16），その他の職員109名で運営されてい

る。この他，所外からの研究者も年間延2500名が

来所している．

　図書室は，研究室，実験室等のある研究棟3階

にあり，はるか大阪湾をへだてて淡路島や六甲の

山波が望まれる。その面積264㎡には，閲覧コー

ナー，書架，雑誌架，事務コーナー，複写室等が

あるが，近年の資料の増加でその収蔵力の限界に

達している「現在，llt行本4，300冊，製本雑誌

10，800冊を配架している他，研究室に8，700冊貸

出されている。雑誌は和文誌211種，欧文誌322

種を受入れしている。さらに，原子力関連分野の

技術レポート，特にアメリカ原子力委員会（AE

C一現在は改組）及び内外の関係機関のレポート

Cいわゆるレポート番号をもっているもの）を所

蔵している．

　二次資料による文献検索も多く，Biological

AL）str＆cts，　C：hemical　Abstracts，INIS　Ato－

mindex，Physics　Abstracts，科学技術文献速報

等の抄録誌もよく利用されており，他機関（日本原

子力研究所，国立国会図書館，他大学及び学内）

に対する複写依頼も年間500件に達する。

　図書室の一隅には複写機しゼ・・ソクス4000〕2

台を置き，川llj2万～2万5千枚の研究用及び事

務用コピーが行われているので，これの人の出入

りも多い　この保守管理も図評1：室が担当してい

る

　当実験所では所の出版物としてAmlllal　Repo

rts（欧文一年rlllとT（・chnical　R（も1）orts（和文

一年10～15川Dを出しているがこの発送及び保管

も行一）ている．

　閲覧1，叡よ以前は15～6席あったものが書架に追

われて現在わずか8／，幅こ減ってしまった。

　最近の科学技術の進歩，情報量の増大多様化

に対応するため昨年から1原予力科学情報センタ

ーi設置の構想が検討されている、これは，従来

の図書室の整備，延長にとどまらず，情報機器を

駆使して科学技術情報，特に原子力関連分野のデ

ータ（例えば核データ，物性データ等）の収集，

検索，評価までを行うため研究部門も置いて，こ

の分野の大学における巾心的位置を目指すもので

ある，

　例えば，過去1年聞にCAに収録された文献量

は40万件，　INISのそれは7万件に達する，こ

れらの膨大な情報を検索するため多くのデータベ

ースが開発され，我が国でもJOISによる検索

が軌道に乗っている。こうした世界的趨勢に対応

し，大学の研究所としての情報収集，検索活動の

あり方を考える」 で，このセンター構想での論議
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は，研究者と図書室職員双方に大きな意味がある

ものと考えている・

　大学図書館の機械化が進んでいる咋今，理工学

系研究所の図書室として今後どのような形にして

ゆくべきであろうか。内的問題として，情報の収

集，整理，蓄積，利用一その他いわゆる情報検索

を通じての研究者へのサービスの向 Lと同時に，

外的には他機関とのネットワークの問題が重大に

なってくるであろう。中央図書館，人文・社会系

図書室とはまたちがった観点より，明rlの図書館

の姿を描いている

　当実験所の附属施設としてr原子炉応川センタ

ー があるが，この中に展示室，大講習室がある

他，図書室を設け，約3，000冊の本を置いてい

る。これは主に原子力関係を中心とした自然科学

関係の図書を集め，所員の他，一般の利用にも供

している。又，小巾学生を対象とした児童図書，

学習参考書も備え，土曜日，日曜日には子供たち

で賑わっている。

　場所が人家から少し離れている難はあるが，開

　
　
　
　
　
　
　
　
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
難

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館2年を経過した現在，利用登録者1500名余り，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入館者は月平均1200名に達し，小図書室としては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者も定着してきた観がある。

八＿ ＿〈、ゴ〈一＿一ハ・＿低・へ一・・一く・r－N財ヒ築ベヒご（一穴一」Aττ一ヘー』X一ゴバー低一・Ψ鴬・殴）』N一一ゴN一ベピ（ヅノ交一一べ一F叱

！一　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　　！

／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　昭和54年4月！日から国立大学（高専を含　の手続が必要となる。　　　　　　　　　　し1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ／む）の図書館（文献・資料センターを含む刷2・私費で申込む場合　　　　／

7
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き
〃
『
ぐ

r
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相互における文献複写業務が改善され，これま

でのようにいちいち納入告知書を作成したり，

現金書留を送ったりする必要がなくなり，複写

データ処理センター（大阪）で作成する収支の

リストにより次年度に一括精算処理ができるこ

とになった。これにより国立他大学に文献複写

を依頼・入手する期間が著しく短縮されること

になるが，その窓口及び手続きは次のとおりで

ある。

1．校費で申込む場合

　窓ロは，申込者が所属する各部局図書館・

室。ただし，教養部〔来年度実施）及び図書系

の掛をもたない部局の一部は附属図書館（文献

複写室）が窓口となる。

　手続は，①所定の申込書（依頼書を含む）で

／申込む。②窓口から複写物到着の連絡を受けた　館，医学図書館，薬学図書館，東洋学文献セン　2

7ならば，料金を確認の」二複写物を受取る。ただ
／し附属図書館が窓。となる胎まこのほか剛

べく一＿！←一へ・一㌔ψ’一バ 一叉ヘ　ー、＼’一岱「一戸　一　へ一＼

　窓口は，附属図書館　〔文献複写室）である　イ
が，医糊，同附属病院，結核胸部疾患研究／

憾耀狐欝鷲灘1函箸1
館で里伽・．ま燦学部・岬農学部・人文科学研／

究所所属の利用者はそれぞれの部局図書室で受　！
付ける．ただし人文科学研究所（東一条噺属／

の型霧鱒講馳翻畿含む、で申1

込む・②窓口から複写物到着と料金の連絡を受／

けたならば，料金と引換えに複写物を受取る。　矛
馴1が他の駐大学への依頼であるが，公立！

肉灘篇罐謙獅鍵怠護儀！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ頼する場合は従来通りの方法（窓口は附属図書　l「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ、

ター）で行う。　　　　　！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
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一一資料紹介一

Biblio三 Catalogue　des　ouvrages　pams　en　langue　lfrangaise　dans　le　mon（1e　entier，

　　　　　　1934－1970，Paris，M．Hachette，1935－1971．

　本誌は月刊書誌として出版されたものの累積版

である、フランスを始め，ベルギー，スイス，カ

ナダ等のフランス語で出版された図書で，！972年

から　Bibliographic　la　France　lこ合併され，

Bil）1iographic　de　la　Fr＆nce－Biblioとして継続

している、．著κ，書名，件名より検索できる書誌

である、

Books　in　print，1977／78．Bowker．4vols．

　本書はアメリカを巾心に，5500の出版社の1」 1版

物のリストである。著者からも書名からも索引で

き，主題からも索引できるSu句ect　guide　to

1）ooksi111）rim，1977／78　も今llli備ズ、ることにし

た、著者，書：名，出版社，　価格，　L（1番：号，　ISB

N番号などの，ジ、lil査に便利な資料である。

Social　science　and　humanities　index，vo1．19＿27．N．Y。Wilson，1965＿1974．

　雑誌の記事索引はとくに自然科学の分野でその

利用が活発に行われているが，最近は人文・社会

科学分野でもその利用が漸次増大している。この

雑誌記事索引は1巻より18巻まではすでに附属図

書館に備えつけられており，今回はその後を補う

ものとして購入されたものである　同種の雑誌記

事索引には，Readcr’sguidCt（）pCri・diCal

liter＆turcがあるが，本、淑よ人文・社会科学の

巾でも特に学術的な英米雑、1と1200タイトルを選ん

で索引したものである

Biographie　univer8elle（Michaud）ancienne　et　modeme．Nouv　ed、voL　I－45．

　　　　　　　　　　　　　Paris，C．Desplaces，1843－1965．

　世界人名事典としては最も規模の大きいもの

で，同種のものとしてNouvelle　biographie

gel1（⊃rale，1853－1866．46vols．があるが，　Mic－

haudの方が正確で，よく編集されている、

American　men　and　women　of　science：Pysical　and　biological　sciellces，

　　　　　　　　　　　　13ed，1978．Bowker，7vols．

　この人名録はAmcrican　men　of　scienceの

名で知られているが，12版よりPhysical　and

biologica，lsciellcesとsocia，land．beha，viora，1

Sciencesに分かれたもので，今回購入したのは

前者で，約110，000名の研究者が収録されてい
る
、
♪

以上の資料は閲覧課参考掛に備えてあります、せいぜいご利用下さい。
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I. PHILOSOPHY 
Sircello, Guy. 

A new theory of beauty. [1975] (Princeton 
essays on the arts; 1) (1-8.S19) 

Kors, Alan C 
D'Holbach's coterie: an enlightenment in 
Paris. cl976. (1-9.K4) 

II. SOCIAL SCIENCES 
Corwin, Edward Samuel. 

Edward S. Corwin's The Constitution and 
what it means today, by Harold W. Chase and 

Craig R. Ducat. Supplement: Suprerne Court 
decisions of 1973, 1974, and 1975. (2-5.C39) 

Sorauf, Francis Joseph, 1928-
The wall of separation: the constitutional 
politics of church and state / Frank J. Sorauf. 

cl976. (2-5.S77) 

Sewell, James Patrick. 

UNESCO and world politics: engaging in 
international relations. 1975. (2-5.S78) 

Watson, Alan. 
Rome of the XII Tables: persons and proper-

ty. cl975. (2-5.W27) 

Cole. Leonard A., 1933-
Blacks in power: a comparative study of 
Black and white elected officials. cl976. 
(2-6. CI02) 

Dayal, Rajeshwar. 

Mission for Hammarskjold; the Congo crisis. 

1976. (2-6.D39) 
Dodd, Lawrence C., 1946-

Coalitions in parliamentary government. 
1976. ( (2-6.D40) 

Durand, John Dana 
The labor force in economic development: a 
comparison of international census data, 
1946-1966. 1975. (2-7.D41) 

Fisher, Louis. 

Presidential spending power. [ 1 975] (2-7. 

F26) 
Lebergott, Stanley. 

Wealth and'want. 1975. (2-7.L172) 

Lebergott, Stanley. 

The American economy: income, wealth, and 
want, cl976. (2-7.L173) 

~~ 22 ･ 23 ~I ( 1 975 . 1976) 

Wells, Robert V., 1 943-

The population of the British colonies in 
America before 1776: a survey of sensus data. 

[1975] (2-8.W8) 

IV. LITERATURE 
Lenson, David, 1945-

Achilles' choice: examples of modern tragedy 
19'75. (4-1.L9) 

Black, Stephen Ames, 1935-
Whitrnan's journeys into chaos: a psycho-
analytic study of the poetic process. cl975. 
(4-2 .B 1 44) 

Cohn, Ruby. 
Modern Shakespeare offshoots / by Ruby 
Cohn. cl976. (4-2.C112) 

Kaplan, Fred, 1937-
Dickens and mesmerism: the hidden springs 
offiction. [1975] (4-2.K43) 

Thoreau, Henry David. 
Early essays and miscellanies. Ed. by Joseph 

J. Moldenhauer and Edwin Moser, with Alex-
anderC. Kern. 1975. (4-2.T70) 

Wadlington, Warwick, 1 938-
The confid~nce game in American literatufe. 

[1975] (4-2.W76) 

Aldridge. Alfred Owen, 1915-
Voltaire and the century of light. 1975. (44. 

AIO) 
Kanes, Martin. 

Balzac's comedy of words. [1975] (4~$.K5) 

V. HISTORY 
Atlas of early American history: the Revolution-

ary era, 1760-1790. Published for the New-

berry Library and the Institute of Early 
American History and Culture. 1976. (5-2. 
A8 ~U ) 

Jung, Carl Gustav. 

Letters. Selected and ed. by Gerhard Adler, 
in collaboration with Aniela Jaffe6. Tr. from 

the Germanby R. F. C.Hull. 2: 1951-1961. 
pub. 1975. (Bolingen series, 95-2) (5-3.J17) 
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