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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

大学院法学研究科撫ノ1学部教授木 南 敦

　平成4年度図書資料（大型コレクション）収書計

画により、「マイクロフィルム版アメリカ合衆国最

高裁判所事件記録および趣意書集成　第］部　］832

－1915脅三（Rec〔）r〔ls　and　Briefs　of　the　United　States

Supreme　Court　Vohlme　I　l832－1915）」（Scholarly

Resources，1975）が購入され、現在、法学部附属

国際法政文献資料センターに所蔵されている，、これ

を簡単に紹介することにしたい。

　本資料はマイクロフィルムの形態をとり、全部で

1088リールからなる。付属する索引冊予により、合

衆国最高裁が扱った事件に関する事件記録とその事

件で提出された趣意書が収録されているリール番号

を知ることができる。たとえば、契約の自由の不当

な制約であるとしてパン⊥場の従業員について最高

労働時問と最低賃金を定めた法律を違憲無効である

と判断した、Lochnerv．NewYork，198U。S．45

（1905）はリールの第674巻に収められている。

　事件記録（record）（正確にいうと、事件記録謄

本（transcript　of　record））は、ある事件を合衆国

最高裁判所に上訴する際に法律で提出が要求された

文書である。事件記録は、その事件の第1審裁判所

における提起または起訴から合衆国最高裁に対する

上訴申立てに至るまでに行なわれた裁判手続の記録

の謄本を収録したものである。たとえば、その事件

の下級審（第1審や第2審）であ・）た裁判所σ）判決

もその中に含まれている。合衆国最高裁判所は、

1831年に制定した規則のなかで1832年から事件記録

を印刷するよう命じた。本資料が1832年開廷期の事

件から事件記録を収録するのはこのためであろう。

なお、事件記録はのち、al）pendixという名で呼ば

れるようになり、現行の合衆国最高裁判所規則でも

この名が用いられている、、

　趣意書（brief）は、事件の♪14事者がその主張を

明かにするために裁判所に提出することが求められ

る文書である。合衆国最高裁は、1821年に制定した

規則のなかで趣意書を印刷して提出するように求め

た。趣意書は、lgμt紀中葉までのものはほとんど現

存していないようである。

　本資料は、1832年から1915年までに合衆国最高裁

が扱った事件ごとに、その事件の事件記録を収録し、

あわせてその事件で当事者の提出した趣意書を収録

している。

　合衆国最高裁判所が扱った事件は、その公式判例

集によって知ることができる。その公式判例集はそ

の事件における最高裁判所の判決と裁判官の意見を

記録するから、判例集を見れば、その事件に関する

最高裁の判決の内容と裁判官の意見の内容を知るこ

とができる。判例集で報告されている事項は時期に

より変化している，、19世紀前半の判例集では、裁判

官による意見のまえに、判例集編集者が当事者の訴

訟代理人の口頭による弁論を要約して記録している。

　ある事件が最高裁に至るまでにたどった経過は、

裁判官の意見や弁論の要約の内容から窺い知ること

ができる。下級審裁判所の判決は、別の判例集に報

告されていれば、このような経過を探る有力な手が

かりになる。しかし、必ずし《）報告されているとは
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限らない。ここで、最高裁に提出が要求されている

事件記録を見ることができれば、その中に収められ

ている裁判手続の記録の謄本を見ることができる。

これによって、公式の事件に関する記録から、推測

に頼らなくとも直接に事件の経過をたどることがで

きる。また、最高裁判所における当事者の主張は、

判例集編集者による弁論の要約により知ることがで

きる。しかし、趣意書を見ることができれば、最高

裁に提示された当事者の主張の内容を直接に読むこ

とができる。

　最高裁判所の判決と意見の研究には色々な方法が

ある。様々な事件における裁判所の法廷意見や個々

の裁判官の意見を吟味して、最高裁の見解あるいは

個々の裁判官の見解のよって立つところの理論を考

究する場合には、判例集に現われた最高裁の判決と

裁判官の意見から知ることができる事件の内容で十

分研究を進めることができる。判例の理論を探る場

合には、判例集に報告されている内容によってある

事件の判断が先例として取り扱われるから、判例集

に現われるところを見れば十分である。

　このほかに、個々の事件をこまかに研究する場合

には、裁判官が意見のなかで結論を説明するために

述べたことのほかに研究に有益な材料があり、本資

料に含まれる事件記録や趣意書はこのような研究に

極めて有益な資料である。事件記録からは、その事

件が第1審裁判所に提起されてから最高裁に至るま

で裁判手続の記録の謄本を見ることができる。また、

趣意書からは、訴訟当事者の事件の理解とその法に

関する言い分を知ることができる。趣意書とあわせ

て、裁判官の意見を当事者の主張に対する応答とし

てとらえると、意見の理解を新たにすることも考え

られる。

　事件記録と趣意書によれば、最高裁の扱った事件

について、公式判例集からは得ることができないも

のを手にすることができる。これらは、最高裁判所

判決を社会的ないし歴史的文脈の中でとらえるため

に事件を詳しく調査するという作業には有用な材料

となろう。1832年から1915年の問は、南北戦争とそ

の後の再建の期間、改革の時代といった時期を含む。

この間に合衆国最高裁判所はその判決を通じて時代

の潮流の中で重要な役割を果たしてきた。本資料は、

最高裁の役割を考えるという作業に有益な資料であ

り、活用されることが期待される。

写真

SUPRE皿E　COURT　OF　THE　UHITED　STATES．

　　　OCTOBER　TERMg1907。

　　　　　No、107．

CURT　MUI皿，PL▲エNTIFF　IN豊RROR

STATE　OF　OREGON．

BRIEF　FOR　DEFENDANT　IN　ERROR、

LO㎜5D，BR▲ND騰
C翻メαrε姐¢‘ゾ0隅

　写真は、Muller　v．Oregon，208U．S．412（1gO8）でLouis

D，Brandeis（1856－1941）がオレゴン州のために作成し提出

した趣意書の表紙である。これはリールの第756巻に収めら

れている。この趣意書は全部で113ページにわたり、その中

でオレゴン州の制定した女子労働者の最高労働時間を10時問

と定める法律の立法趣旨が詳細に論証されている。ブランダ

イズは1916年に合衆国最高裁判所裁判官に任命された。

参考文献（いずれも法学部図書室に所蔵されている）

The　Oliver　Wendel田o㎞es　Devise　History　of　the

SupremeCourtofthe　United　States（New　York：Mac－

millan，1971一）（全11巻、一部未刊）

Landmark　Briefs　and　Anguments　of　the　Supreme

Court　of　United　States：Constitutional　Law（Phihp

B．Kurland＆Gerhard　Casper，eds．）（University　Pub－

hcations　of　America，1975一）

Antitrust＝Major　Briefs　and　Oral　Arguments　of　the

Supreme　Court　of　the　United　States1955Term－

1975Term（Philip　B。Kurland＆Gerhard　Casper，

eds．）（University　Publications　of　America，1979）

ご存知ですか？　一文献の集め方一 ￥り￥辱￥ら￥噂～噺￥ら￥噂￥恥￥亀、◎、・￥ら￥魅￥勉￥ら￥恥￥◎￥ら￥嚇￥亀￥飾￥う￥覧￥－、噺、℃￥勉

　参考調査カウンターに座っていて、しばしば受け

る質問の一つに「○○についての本を探しているの

ですが、ありますか」「○○についての文献を集め

たいのですが」というものがあります。ある程度、

研究分野についての知識と問題意識をもって来られ

る方、ただ漠然とレポート作成のためのヒントを求
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めている方、利用者の求める調査のレベルもさまざ

まです。私たち掛員は、利用者との会話の中で、求

めているものをできるだけ正確に把握し、それぞれ

の利用者に応じた案内をしています。

　今回は、先のオリエンテーションに参加できなか

った新入生や在学生の方を対象に、皆さんのレポー

ト、卒論、研究などのために、基本的な国内文献の

集め方について簡単にご紹介します。

1，図書（単行本）資料

a．テーマで探す

　あるテーマについてのまとまった研究成果は、通

常ある期間を経て図書の形になります。このテーマ

ごとの資料の探索に便利なのが、『日本件名図書目

録』です。これは、国内で発行された個々の図書を

それぞれの主題を表す言葉（件名）から検索できる

ようにしたもので、1977年以降発行の図書について、

検索可能です。これで、書名、著者名、発行年の基

本的書誌データ、加えて発行所や価格も知ることが

できます。

　この他、主題から検索できる資料としては、『国

立国会図書館蔵書目録』『国立国会図書館所蔵主題

別図書目録』があります。ただし、注意していただ

きたいのは、これは受け入れ年度による目録だとい

うことです。従って、発行年度と受け入れ年度に多

少のずれがみられますので、注意して下さい。

b．著者で探す

　「○○氏の著作」という検索は、『日本件名図書

目録』ではできません。著者名で検索できる目録と

しては『日本著者名総目録』があります。これは、

1927年から1976年までに日本国内で刊行された図書

および小冊子を収録したもので、書名、叢書名索引

も付いています。この他、先に紹介した『国立国会

図書館蔵書目録』にも、1969年以降のものには著者

名索引がついています。

　著作を探す以外に、「○○氏について書かれた関

連資料」を探す際に有効なのが、人物文献目録です。

附属図書館には、『日本人物文献目録』『年刊人物文

献目録』『人物書誌索引』等があります。

　また、特に大学等の研究者の著作・代表論文を

探すッールとしては、『研究者・研究課題総覧』が

あります。これは、学術研究機関に所属する研究者

の研究活動を分野ごとにまとめたもので、各分野の

専門家・研究者とその著作がわかります。

c．入手方法

　上記の方法で求める資料を特定すれば、次はその

資料の入手方法です。まず、京都大学内の所蔵を調

べましょう。図書館の人セ）口すぐのところに目録カ

ード室があります。ここでは、附属図書館だけでな

く、学内の全ての部局の蔵書が検索できます。和書

については書名カードと著者名カードがあります。

書名カードは昭利39年を境にして、旧カードと新カ

ードの2つのかたまりに分かれています。また、こ

のカードは、現在ほとんど追加されていません。新

しく図書館に納入された本の情報は、全てデータベ

ースに登録されていますので、端末からオンライン

で検索します。

　オンライン検索が可能な資料は、現在京都大学全

蔵書冊数約500万件のうち、1割に満たない約30万件

です。従って、新しい1：1』行年（具体的には1991年以

降発刊）の資料を探す場合ならオンライン検索だけ

でも結構ですが、それ以外の大部分の資料は必ずカ

ード検索とオンライン検索の両方を行う必要があり

ます。また、このカードの年度も、受け人れ年度に

よる区分ですので、その点十分注意してドさい。従

って、昭和39年以前に発行された図書の所在を知る

ためには、旧目録カード、新目録カード、オンライ

ン検索の3種類の目録検索をする必要があります。

　これらの目録類の検索によって京都大学の所蔵と

判明した場合は、必ず部局名と請求記号を控えてお

いて下さい。請求記号とは、図書0）それぞれにつけ

られた住所のようなもので、通常カードの左上のほ

うに表示されます。附属図書館以外の部局の所蔵と

なっているものは、直接該当部局の図書室の閲覧規

程に従って利用して下さい。

　もし、大学内に所蔵されていない場合は、参考調

査カウンターまでお越し下さい。現在、国内の主な

図書館の所蔵情報は、オンラインネットワークによ

り調査することも一部口∫能です。他の国立大学に所

蔵されている場合は、図書館間相互貸借（ILL）サ

ービスにより図書を借りることが可能です。

　図書を購入したい場合は、該当のものが現在市販

されているかどうかチェックする必要があります。

これを知るには『日本書籍総目録』を調べます。こ

れは、現在入手可能な資料の目録です。書名と著者

名双方からの検索が可能です。

　　　　　　　　　　　き“
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2．論文（雑誌〉資料

a．検索方法

　ある分野についての新しい研究成果は、通常論虻

の形をとり雑誌に掲載されます。こうした論文記事

資料の検索には『雑誌記事索引』を利用します。こ

れは、国内発行の主な学術雑誌に掲載された論文を、

主題ごとに分類、整理したもので、3ヶ月ごとに発

行されます。巻末には著者名索引と収録対象の雑誌

のリストが付いています。人文・社会編と科学技術

編の2つの分野に分かれています、、人文・社会編に

は1948年以降、5－IO年ごとに累積索引版が発行さ

れているので、便利です。これにより、論文名、掲

載雑誌名、巻号、年がわかります、、

　この他にも、前述の『日本人物文献目録』『年団

人物文献目録』『研究者・研究課題総覧』にも、雑

誌論文が収録されています。

b．入手方法

　まず、該当の論文を収録した雑誌の所在を調べま

す。京都大学内の雑誌の所在については、図書と異

なり、オンライン検索でそのほとんどを知ることが

できます、、細かい教室名まで表示されますので、所

蔵部1，㌍）図書室をご利用ドさい6、言亥当の雑誌がない

場合や論文掲載号がない場合は、『学術雑誌総合目

金、剣をお調ベドさい 全国の大学等研究機関所蔵の

学術雑，誌や新聞が掲載されていま寸、、所蔵館がわか

れば、図書館を通じて文献複写の申込が口∫能です。

、洋しノくは、朴1圧利川カウンターでお尋ね下さい、、

　以卜、最もノ，1き本的な国内文献資料の集め方につい

て紹介しま1ーた、、これ以外にも、図書館には二次資

料といわれる様々な文献資料目録があります。求め

るテーマの資料を探しだし、そこからまたその資料

に挙げられている参疹文献にあたっていく、という

作業を繰り返すことによ・）て、芋づる式にそのテー

マについての資料を集めていくことができます。

　また、カウンターに所蔵調査を依頼される場合に

は、調査を確実で迅速なものにするためにも、こう

したEi録類で書誌事項（書名、著者名、出版社、出

版年など）をきちんと確かめていただくようお願い

します、．　　　　　　　　　　　（参考調査掛）

お知らせ P御D・◇。降く図中吻。〈＞・吋＞。ゆく図。◇・・。◇・㈹◇・㈹《》節く＞㈹◇・賦＞肋◇日D《卸玲凹◇・・図＞闘◇・・吋＞。。◇覗◇・肋《＞・a・◇昼D◇㈹《＞。’・ひ90く凶ゆ◇佃く＞・吋脚曜＞。。＜＞吟◇・ゆゆゆ中◇・ひ◇仁聯噸

新聞ラウンジに禁煙コーナーができました

　禁煙にしてほしいとの要望が多く寄せられており

ました新聞ラウンジを、8月2日より禁煙と喫煙の

コーナーに分割しました。実施して2ヶ月ほどにな

りますが、すでに利用者の方からご好評をいただい

ております。愛煙家の方は、喫煙コーナー（カード

目録コーナー側）をご利用下さい。ご協力のほどよ

ろしくお願いします。　　　　　　（資料運用掛）

しん騰ウブ輪

入れた図書を書名順にリストした冊了一体目録（平成

5年7月末現在）を新たに作成しました。ご利用の

際には、ごl／ll倒ですが両方の冊子体目録を検索して

下さい、これらの目録は、目録デ…タベースに登録

されている図書を収録したもので、端末が使えない

ニヒ曜Hや午後6時（通常）以降に、図書検索を行う

ためのものです、，探している図書が見つからない場

合は、必ずカード目録も検索して下さい。

　　　　　　（和書目録情報掛・洋書目録情報掛）
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新規登録図書の冊子体目録ができました

　昨年、本学所蔵図書の冊子体書名目録（平成4年

8月1日現在）を作成しましたが、それ以降に受け

展示会を開催します

　平成5年度の展示会を、「京洛出版の軌跡一五山

版、占活字版、八文字屋本一」（仮称）と題して、

12月1日／水）から10川金ぽでの日曜日を除く期間、本

館3階の展示室にて開催します、、京都では、中匿の

頃から出版がはじまり、江戸中期頃まで江戸、大坂

を引き離し優位に、ン1・）ていました、、

　今回は五由版のα、書から八文字屋本の絵人り狂言

本まで本学が所蔵する貴重な書籍を展示します。例

年どおり一般の方《）入場（無料）できますので、お誘

い合わせの Lご来場ドさい。　（雑誌・特殊資料掛）
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　平成3年度および4年度に購入された特別図書、学生用図書（高額図書）を紹介します、）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別図書
平成3（1991）年度

番号

4

5

6
ワ
’

Q
O
910

11

資 チ准 名

Behavioral　and　Brain　Sciences．（行動・大脳科学誌）

　Vol．6－11〔1983－1988〕

朝鮮時代私撰邑誌　2次分　／　李泰鎭・李相泰編

　第29－55冊〔1990〕

Raccolta　Vinciana．（レオナルド・ダ・ヴィンチ関係文献選集）

　Vol．1－20inl2books〔！905－1964〕

帝国教育　昭和3年1月一昭和6年12月
　「帝国教育」復刻版刊行委員会編

　545－592号　合本24冊　復刻版〔1991〕

Completing　the　Intemal　Market　of　the　European

　Communities　l1992Legislation．

　（E　C域内市場法・規則総覧ルーズリーフ版）

　7vols．＆1990Supplements　〔1990〕

Dictionnaire　de　Droit　Afrique．（アフリカ法辞典）

　6vols．＆lndex〔1990〕

N’ational　Reporter　System．

　Atlantic　Reporter．，Bankruptcy　Reporter．etc．1990

　（全米判例体系）49vols．〔1990〕

Sinclajrつs　The　Statistical　Account　of　Scottland．

　（スコットランド統計報告）21vols．〔1791－1799〕

1．B．Z．一Internationale　Bibliographie　der

　Zeitschriftenliteratur，（国際学術雑誌記事索弓D

　Vol．26〔1990〕

Australian　Dictionary　of　Biography．

　（オーストラリア人名辞典）

　12vols．　〔1979－1990〕　（1音B　　Reprint）

Early　English　Books1641－1700：A　Cumulative　Index　to

　Units1－600f　the　Microfilm　Collection．

（英国初期印刷文献集成くsTc－H＞の累積索づ1）9vols．〔1990〕

出版社（国）

Cambridge

Univ．Pr．（英）

韓国人文科学院

Presso

rArchivio

Stroico　del

C（）mUIliedi

Milallo（伊）

雄松堂出版

Graham＆
Trotmall　（英）

Brodas　（でノ、）

West　Pub．（米）

William　Creech

（英）

Felix　Dietrich

Verlag（独）

Melboume
Univ．Pr．（豪）

UMI（米）

偏付画

文　学　部

文　学　部

文　学　部

教育学部

法　学　部

法　学　部

法　学　部

経済学部

附属図書館

附属図書館

附属図書館

平成4（1992）年度

番号 資　　　　　　料　　　　　　名 出版社（国） 備付部局

1 Die　historischen　Karten　zur　Entdeckung　Amerikas　：

　Atlas　nach　Konrad　Kretchmer．

　（クレッチマーの「アメリカ大陸発見地図書」）

Umschau（独） 文　学　部
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静脩Vol．30，No．2

2

3

4
5
6

7

8

9

10

1！

12
13

14

］991〕（リプリント限定版）

ygma　ulld　Dogma：Zeitschrift　fnr Vandenhoeck＆ 文　学　部
heologische　Forschung　und　Lehre． Ruprecht（独）

「ケーリュグマとドグマ」神学研究・理論雑誌）

1（）1，1－36〔1955－1990〕

esta　Imperii。B6hmer，J．F．，ed． 01ms（独） 文　学　部
ベーマー編「帝国目録」改訂版）

／1，V，V［／1，珊，XI〔1966－1991〕（リプリント版，1：絶版）

」「文法」昭和43－46　全30冊 赤尾照文堂 文　学　部
ヨ教育　昭和8年1月一昭和12年12月 雄松堂出版 教育学部
－帝国教育」復刻版刊行委員会編

17－710号　合本30冊　復刻版〔1991〕

cyclopedia　of　Educational　Research．6th　ed． Maxwell 教育学部
（教育研究百科事典　第6版）4vols。〔1992〕 Macmillan（米）

rke．Kritische　Gesamtausgabe．　／　Nietzsche，Friedrich Walterde 大学院人間・

（二一チェ著作集） Gruyter（独） 環境学研究科
へbt．皿／Bd，1－4，W／1－4，V／1－2，V正／1－4，V皿／1－3，4（1），4（2），

皿／1－3in22Bdn．（ersch，）〔1967－1978〕（オリジナル）

efwechseL　Kritische　Gesamtausgabe、／ Walterde 大学院人間・

ヌietzsche，Friedrich（二一チェ書簡集） Gruyter（独） 環境学研究科
Abt，1／1－3，H／1－5，6（1），6（2），皿／1－6，in　l6Bdn．（ersch．）

〔1975－1984〕（オリジナル）

tional　Reporter　System．Bankruptcy　Reporter， WestPub．（米） 法　学　部
Vol．134＋etc（全米判例体系）54vols。〔1991〕

cords　of　the　U．S，Department　of　State Scholarly

Relating　to　Internal　Affairs　of　Korea，1955－1959． Resources（米） 法　学　部
（Decimal　File795；895an（i995）

（朝鮮・韓国の国内事情　1955－1959年）

5mm　Microfilm　〔1991〕

riebswirtschafthche　Forschung　und　Praxis． NeueWirt一 経済学部
（「経営経済学の研究と実務的1芯用」誌） schafts（独）

9．22－43〔1970－1991〕

台期外国人叙勲史料集成　全5巻・別巻1〔1991〕 思文閣出版 経済学部
B．Z．一Internationale　Bibliographie　der FelixDietrich 附属図書館
Zeitschriftenliteratur．（国際学術雑誌記事索引） Verlag（独）

Vol．27〔1991〕

e　New　American　Nation　l775－1820： GarlandPub， 附属図書館
へn　Anthology　of　Outstanding　Scholary　Articles． （米）

（論文選集初期アメリカ史：独立戦争とその後）

12vols．〔！991〕

学生用図書（高額図書）

平成3（1991）年度

備付部局

附属図書館
附属図書館
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1993年9月

・OECD　Publications。 経済学
社会科学 ・有価証券報告書総覧（第1部上場） 経済学
自然科学 ・Sadtler　Spectra　　Infrared　Grating．Infrared　Prism． 附属図書

単年度 人文科学 ・Monument　de　Ninive　D6couvert　et　D6crit　par　P．E，Botta． 附属図書
購入図書 Tome1－5（1849－1850）　Reprint（3books）〔1972〕

社会科学 ・Crime　and　Justice　in　American　History，1－4（5books）〔1991〕

自然科学 ・Chemotaxonomie　der　Pflanzen　　Eine　Ubersicht　Uber　die

Verbreitung　und　die　Systematische　Bedeutung　der

Pflanzenstoffe．Bd．1－8　〔1962－1989〕

・Comprehensive　Organic　Synthesis．Vol．1－9〔1991〕

追加配当 人文科学 ・昭和期文学・思想文献資料集成第1－12輯復刻版〔1989－1991〕 附属図書
購入図書 社会科学 ・Bundeshaushaltsplan．　1954－1990　（48books）

Kraus　Curriculum　Development　Library．1990ed．Microfiche．

自然科学 ・ACS　Symposium　Series．No．409，410，415，417，418，422，425，

427，429，430，432，437－440，442－444，446，451－453，455，457．

（24books）〔1989－199！〕

・Advances　in　Experimental　Medicine　and　Biology．

Vol．272－288，290－294，297，298，300－302，305（28b・oks）

〔1989－1991〕

平成4（1992）年度

区　　分 分　　野 資　　　　　　料　　　　　　名 　イ

附
附
経
経
附

継続図書 複数分野

社会科学

自然科学

・Bibliographic　Guide　to　Government　Pubhcations．

・国際連合・国際機関及び主要国統計

・OECD　Publications。

・有価証券報告書総覧（第1部上場）

・Sadtler　Spectra　：Infrare（i　Grating．Infrared　Prism．

単年度

購入図書

人文科学 ・Zeitschrift　fUr　Arabische　Linguistik＝Joumal　of　Arabic

　　Linguistics．Heft1－20〔1978－1989〕（アラブ言語学雑誌）

附

追加配当

購入図書

人文科学

社会科学

・民国叢書　第一編，第二編　各100冊〔1990－1991〕

・Algemeene　Geographie，of　Beschrijving　des　Geheelen

　　Aardrijks．Hubner，Johan．6vols．〔1769〕オリジナル

　　（ヒュブネル　ー般地理学）

・U．S．Occupation　of　Germany　：Educational　Reform，1945－1949．

　　Microfiche（戦後ドイッ教育改革在米史料集成）

・The　Occupation　ofJapan　：Fraiming　the　Constitution　of

　　Japan，1944－1949．　Microfiche．

　　（日本占領：日本国憲法成立の過程）

・Final　Reports　of　the　United　States　Strategic　Bombing

　　Survey，1945－1947．　25reels．Microfilm．

　　（米国戦略爆撃調査団最終報告書）

附

伽劉
附属図書館
附属図書館

経済学部
経済学部
附属図書館

附属図書館

附属図書館

（図書受入掛）
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図書館の動き・IllI川llIIIllII“IIIlllIIIl・1“IIIIIIIIIIIliIllIIl川IIしIIIIIIIIIllIll・llIIIIllIIllIIllIIIIIIlllIllII“IIllllllIIIIIIIIIIIIII”IlllIIIIIllIIllIIIIIIIIl・”IIII・III・IIIIImII“IIIIIIIIII川III・IIIIIIllIIIIiIIIIIllIIllIIIIllIllIIllIIllIIIIllI”llIlll“IIIII川llIIIllIllllIIllII“1”IlllIIIIIIII川II・IIIiIIIIIlllu

商議会等の開催

　平成5年度第1回の附属図書館商議会が、7月28日に
開催されました。昨年度の決算および今年度の予算案、

本年度の各種図書購入計画、選書委員の分担等について

協議されました。

　また、商議会終了後、選書分担商議員会議、自然科学

系選書分担商議員会議が開催され、今年度の学生用図書

の選定作業や自然科学系外国雑誌の次年度購入タイトル

などについて協議されました。また、文系4部局の書庫

問題についての商議員の懇談会も開かれました。

次期電子計算機システムの決定

　附属図書館に設置される中型電子計算機の新しい機種

が7月28日に決まりました。主記憶は60MB、磁気ディ

スク容量は25GB、端末台数は121台となっており、UNIX

ワークステーションからOPAC（利用者用オンライン目

録検索）ヘアクセスすることなども可能となります。新

システムの稼働は来年の1月中旬の予定です。

門員が編集事務を担当しています。

　百年史は、総説編1冊、部局史編3冊、資料編3冊の

計7冊（1冊あたり約1000頁）で構成される予定です。

現在、各部局に部局史編の原稿の執筆を依頼しており、

来年の9月までにはその原稿が提出されて来る予定です。

自己点検・評価実行委員会の開催

　本学では自己点検、自己評価を行うため平成5年2月

23日から「京都大学自己点検・評価実施規程」が施行さ

れ、これを実施するための実行委員会（第1回）が5月

18日に開催されました。

　実施項目は「大学・部局の理念、現状等」、　「教育活

動」、「研究活動」など11に大別されており、それぞれ

が全学レベルと部局レベルに分かれています。附属図書

館は、9番目の「学術情報」の全学レベルに含まれてい

ます。「学術情報」を担当する委員は、教官2名と附属

図書館事務部長の計3名となっています。報告書の刊行

は来年3月の予定です。

新規採用職員の館内研修

　本年度附属図書館（中央図書館）で新規採用された職

員の館内研修が、8月16日から8月27日まで行われまし

た。対象者は図書館勤務経験者を除く2名で、それぞれ
他課の掛業務を実習しました。

京都大学百年史の編集

　本学は、明治30（1897）年の創設以来、平成9（1997）

年で百周年を迎えます。これを記念して京都大学百年史

の出版が計画され、附属図書館長を委員長とする百年史

編集委員会が設置されています。附属図書館4階には編

集史料室が開設され、専任の教官1名と本館総務課の専

目録業務システム専門委員会の設置

　6月に徳島市で開催された国立大学図書館協議会総会

で、これからの図書館情報システムを検討するための特

別委員会が設置されました。この特別委員会のもとには、

具体的な事項について検討を行うため下記の専門委員会

が設嵩され、目録関係について本学が主査を担当するこ

とになりました。

次期図書館システム専門委員会（主査：東京大学）

I　L　Lシステム専門委員会　　（主査：大阪大学）

目録業務システム専門委員会　　（主査：京都大学）

目 次

＜巻頭記事＞

大型コレクション「アメリカ合衆国最高裁判所事件記録
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新聞ラウンジに禁煙コーナーができました　　　　　4
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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
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2

後 言己　　編齢騨継織一柵齢繍漁慮㈱鱒齢繍轍聯卜
　京大には、本部キャンパスから離れて数多くの施設が

ある。宇治地区もその1つであり、理工系を中心とした

研究所群のキャンパスである。緑が多く車が少ないので、

本部キャンパスからみると別天地に思える。それでも昔

に比べると、自然は少なくなったらしい。以前はしじみ

がとれたり、きじがいたりしたそうだ。赴任してはじめ

て宇治地区が大きいことを知った。離れていると静脩を

はじめ広報等が楽しみである。その編集にたずさわるよ

うになった。（じ）

京都大学附属図書館報「静脩」Vol．30，No．2（通巻110号）1993年9月30日発行　編集：静脩編集委員会

（責任者　附属図書館事務部長）　発行二京都大学附属図書館京都市左京区吉田本町ao75－753－2613
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