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私と図書館
生化学講座第１教室
岡田

芳家

図書館と呼ばれるものに生まれて初めて本格的に関わりを持つようになったのは大学に
入学してからだった。その経験がある前には、図書館と呼べるような立派な建物や部屋に
入ったのは私の記憶に残っている限りあまりない。
現在でもそうだと思うが、小学校では、もちろん図書館という建物などなかった。その
替り図書室と呼ばれる特別な部屋があり、その部屋を一週間に一回ぐらい利用する授業時
間があった。その時間には、その部屋に置かれていた本を自由に読んでよいことになって
いた。そこでは、自宅にない高価な図鑑や年鑑が揃っていたので、もっぱらそのような本
を主に読んだように記憶している。子供がもっとも関心を持っているような少年用のマン
ガとか雑誌などは一冊も置いていなかったので、正直に言ってつまらなかった。そこで、
普段目にする機会がない高価な本を開けば自分が何か偉くなったような気がするので、仕
方なくそんな本を手に取ったのであった。その替りと言っては語弊があるかもしれない
が、学校の外では自分の興味の趣くままにマンガや雑誌を読んだ。
中学校では少しいろいろな事柄にも興味を持てるようになったので、やはり授業時間に
組み込まれていた時に図書室で自分の興味に任せて読書した。夏休みの宿題のことで調べ
ものをしなければならなくなり、いやいや、生まれて初めて図書館と呼ばれる町の建物に
行くことにした。大体の場所は、分かっているのだが、初めてなので恐る恐る近づき、緊
張しながら建物の中へ入った。どうやって本を利用するのかわからず、また、あまりにも
静かな部屋なので、ただただそっと椅子に腰をおろして、回りをそっと伺うことしばし。
大体の使い方もどうやら飲み込めたので、意を決して本棚に近づくとなんともなく目的の
本をあっさりと見つけ出すことができた。その当時は今みたいに便利な複写機などありは
しないので、その本から必要な箇所をノートに書き写すことで無事宿題を完成させること
ができた。
高等学校にはちゃんと図書室があり、いつでも利用できるのが有り難かった。たまたま
その部屋へ本を読みに入ったところ、勉強のよくできる友人が黙々と数学の問題を解いて
いるのに出くわして、なるほどこういう図書室の利用の仕方もあったのかと感心したが、
自分にはとても人前で勉強など出来そうにもないので、友人の仲間入りはできなかった。
その当時から夏や冬に町の図書館で勉強するのに、朝早くから行列を作っているとは聞い
てはいたが、そんな事ができる人がうらやましかった。
大学の教養部の図書館へ初めて入った記憶は、はっきりしない。その図書館の下が食堂
でいつも騒がしく落ち着かないこともあり、また図書館は友人同士のおしゃべりの場と心
得る人が多くてとてもゆっくりなどしておれなかったから、積極的には利用しようと思わ
なくなってしまった。また、その図書館に収められている肝心の本が勉強のためにはあま
り役立ず、そうかといって教養を積むための本が充実しているようにも思えなかった。
さすがに大学の図書館だと思えるようになったのは、学部の講義を聴いて興味を持ち学
部の図書館に足を踏み入れてからだ。整然と並ぶ製本された科学雑誌に圧倒されると同時
に、なにか学問とはこういうものであるという雰囲気が漂っていて感動したことを憶えて
いる。
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雑誌の動き
□

新

規
v. 1 (1997)図書館
（日本腎臓学会誌より派生）

Acta psychiatrica Scandinavica
American journal of respiratory cell and molecular
biology
Anaesthesia
British journal of psychiatry
Clinical nurse specialist
(CNS: The journal for advanced nursing practice)
Current contents on diskette with abstracts.
Life sciences: for Windows
Electroencephalography and clinical neurophysiology
Electrophoresis
Hepatology
Journal of affective disorders
Journal of cardiac surgery
Journal of computer assisted tomography
Journal of magnetic resonance imaging
Journal of neuro-oncology
Journal of neurosurgical anesthesiology
Molecular psychiatry
Neurosurgery
New England journal of medicine
Seminars in hematology
Seminars in thrombosis and hemostasis

v. 98 (1998)-

精神神経医学

v. 18 (1998)v. 53 (1998)v.172(1998)-

耳鼻咽喉科学
手術部
精神神経医学

v. 12 (1998)-

臨床看護学

v. 41 (1998)v.106(1998)v. 17 (1996)v. 25 (1997)v. 47 (1998)v. 13 (1998)v. 22 (1998)v. 8 (1998)v. 36 (1998)v. 10 (1998)v. 3 (1998)v. 42 (1998)v.338(1998)v. 35 (1998)v. 24 (1998)-

精神神経医学
精神神経医学
法医学
外科学第１
精神神経医学
外科学第２
放射線医学
放射線医学
脳神経外科学
手術部
精神神経医学
脳神経外科学
産婦人科学
臨床検査医学
臨床検査医学

皮膚科の臨床
訪問看護と介護
臨床スポーツ医学
臨床皮膚科
臨床免疫
Quality nursing

v. 40 (1998)v. 3 (1998)v. 15 (1998)v. 52 (1998)v. 30 (1998)v. 4 (1998)-

皮膚科学
地域・老人看護学
臨床看護学
皮膚科学
皮膚科学
地域・老人看護学

-v. 11 (1997)
-v. 57 (1997)
-v. 96 (1997)
-v. 81 (1997)
-v. 29 (1996)
-v. 7 (1997)
-v. 78 (1997)
-v. 41 (1997)
-v. 38 (1997)

耳鼻咽喉科学
外科学第２
外科学第２
外科学第２
地域・老人看護学
臨床看護学
外科学第２
眼科学
外科学第２

□

Clinical and experimental nephrology

中

止

American journal of rhinology
Cancer research (Clinical cancer researchを含む)
Circulation
Circulation research
Communicating nursing research
Current paediatrics
Heart
Japanese journal of ophthalmology
Journal of cardiovascular surgery
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□

Journal of neuropathology and experimental neurology
Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America
Progress in neuro-psychopharmacology & biological
psychiatry
Psychiatry research
Radiology

-v. 56 (1997)

脳神経外科学

-v. 94 (1997)

外科学第２

-v. 21 (1997)
-v. 76 (1997)
-v.205(1997)

精神神経医学
精神神経医学
放射線医学

看護
公衆衛生
生活教育
精神科看護
保健婦雑誌

-v. 49 (1997)
-v. 61 (1997)
-v. 41 (1997)
-v. 62 (1997)
-v. 53 (1997)

地域・老人看護学
地域・老人看護学
地域・老人看護学
臨床看護学
看護部

- v. 18 (1997)

図書館

- v. 31 (1997)

図書館
薬剤部

休

刊

季刊子ども学
□

廃

刊

基礎と臨床

本学教官著作寄贈図書
御恵贈ありがとうございます。図書館の蔵書として広く利用に供させていただきます。
・

橋本

敬太郎

医系薬理学
中外医学社
・

田村

康二

（薬理学講座教授）
／ 橋本敬太郎［ほか］編著
1997.7
（内科学第二講座教授）

診察のしかた ／
金原出版 1991.6
・

神庭

重信

田村康二著

（精神神経医学講座教授）

今日の精神科薬物治療：精神医学の薬理学的側面 ／ T. Silverstone,
P. Turner著；八木剛平、神庭重信監訳.
改訂版.
国際医書出版 1992.2
実践漢方医学：精神科医・心療内科医のために
星和書店 1997.7

／

山田和男、神庭重信著

精神科薬物ハンドブック：向精神薬療法の基礎と実際 ／ H.I. Kaplan 編著
；神庭重信、八木剛平監訳.
第２版.
医学書院MYW 1997.4
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ご存知でしたか？
MEDLINEの検索結果を必要なFieldを選択して保存する方法
例として Stomach neoplasms をキーワードにして検索しました。検索結果が出ま
したら、画面下の Citation Manager で指示をします。Citations, Citation Format,
Save Formatは必要に応じた選択をしてください。さてFieldsですが必要なFieldを選択
したい時は、一番下の Select Fields を選びます。そしてActionで Save をクリッ
クします。

次に左の画面が出ますので、ここで必要
なFieldsを選んでから Continue ボタ
ンをクリックすれば後はいつもと同じで
す。
logoffしなければ、次回からのsave時
は Previously Selected Fields という
項目がでてきますので、変更がなければ
同じ選択をすることも可能です。
なお、上記の方法はDisplayの時も同じ
です。
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Instructions to Authors を
まとめたホームページの紹介
URL http://www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html

今まではInstructions to Authors（投稿規定）を知りたい時には、他大学等に対して
文献複写を依頼してきました。しかし、皆さんもすでにご存知のように、インターネット
上で様々な情報を得ることができるようになった現在では、雑誌によってはホームページ
を立ち上げ、その中でInstructions to Authors（投稿規定）を提供している場合もあり
ます。
今回ご紹介するのは、オハイオ大学のホームページの中にある『生命科学分野での
Instructions to Authors（投稿規定）』をまとめたホームページです。全雑誌を網羅し
ていませんが、文献複写を依頼する前に一度立ち寄ってみてはいかがでしょう。
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◆◇編集後記◇◆
先日の大雪により、バス・電車が運休し、葡萄園
の棚や体育館がつぶれるなど、県内は多くの被害に
見舞われました。
私は他大学からの依頼を受け、文献複写を発送す
る仕事を担当していますが、雪が降った日は家から
動くに動けませんでした。
他の職員のフォローで発送できないということは
なかったのですが、毎日、確実に送り続ける事の重
要さを痛切に感じました。

（M.T.）
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