CONTENTS

ページ

巻頭言 −私の文献検索−
（環境科学

神宮寺

守）

１

医大近くの公共図書館

２

「やまなしまなびネット」について

３

年末年始の休館のお知らせ

３

本学教官著作寄贈図書

４

新着図書案内
編集後記

私の文献検索
環境科学
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守

私の文献検索を振り返ってみると、10年ぐらい前までは、研究分野に関連する国際誌、
Journal of Physical Chemistry (JPC) が図書館にあったこともあり、直接図書館に出向いて
JPC はじめ Nature などのジャーナルを閲覧していました。そして時間があるときは、
Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences) で主なジャーナルの目次情報を眺めな
がら、研究に関連するあるいは興味ある論文をノートに書き出し、著者に別刷請求するか
あるいは図書館を通して外部機関に文献複写を依頼していました。その後、図書館での
JPCの購入が取り止めになったり、教務職員の方に Current Contents から関連するジャーナ
ルのコピーをとってもらうようになったこともあり、図書館に出向く回数がだんだんと少
なくなってきました。最近では Current Contents も CD-ROM 化され、プリントアウトを見
るようになりました。CD-ROM を利用しているとはいえ、この方法で文献を検索すること
は手間がかかることで、パソコンを利用したもっと時代に即した文献検索をしたいと思っ
ています。この夏の２か月間、文部省在外研究員としてヴィルツブルグ大学（ドイツ）で
仕事をする機会がありましが、実験やコンピューター･シミュレイションの合間に、居室
のパソコンでオンラインジャーナルを閲覧したり、キーワードや著者名から文献情報を得
たりしていました。そして必要なジャーナルのほとんどは講座の図書室あるいは図書館に
あり、すぐに関連の論文を読んだり、その場でコピーすることができました。もっともこ
れは普通のことかと思いますが。
医大での文献検索法では新しい論文が出てから手元に届くまで大分時間が経ってしまい
ますが、現状では仕方がないと思っています。それでも関連するジャーナル中の全てのタ
イトルや著者名の全てに目を通すことで、最近の研究の動向や誰がどのような研究を行っ
ているかを垣間見ることができ、また検索中にいろいろなアイデアがうかぶこともあるな
ど、満更悪い方法ではないとも思っています。このやり方で一つ困ったことは論文審査を
依頼されたときで、審査するにはどうしてもその論文の引用文献を読む必要があるのです
が、そのとき手元にない文献がすぐには手に入らず、特に速報論文の審査（通常、審査期
間は1週間ぐらい）では大変困りました。この問題は文献をFAXで取り寄せることで既に
解決しています。
Current Contents の利用と図書館を通しての外部機関への文献複写依頼が、私と図書館
を結びつけているわけですが、現在図書館で電子化された情報のネットワーク化が進めら
れているので、近いうちに Current Contents などがパソコンで見られ、パソコンから文献
複写が依頼できることを期待しているところです。最後に、人とのコミュニケイション、
学会はもちろんですが、研究仲間からの電話、FAX そして e-mail が現状では大切な情報
源であることをつけ加えておきます。
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医大近くの公共図書館
１１月１日に玉穂町に生涯学習館（図書館）ができました。同館では、医大コーナーを
作って教官が書かれた著作を展示し、当学と連携してゆきたいとの希望を持っています。
蔵書はまだ多くありませんが、地域の住民を対象とした公共図書館として、充実していま
す。また当館と違い、マンガ本や、映画のビデオテープ、ＣＤの貸し出しを行っていま
す。館内備付けのビデオテープやＤＶＤデスクを、ＡＶコーナーの機材で鑑賞することが
できます。インターネット（ＷＷＷ）用や、蔵書検索用のコンピュータも完備されてい
て、使わない方がもったいない位です。２階には２０４席の視聴覚ホールや、２つの会議
室が夜１０時まで利用できます。
玉穂町以外にも、市や町の公共図書館があり、その市や町の住民でなくても簡単な手続
きで利用できますので、まとめてみました。
玉穂町生涯学習館 玉穂町下河東１-１ Tel:30-7300 FAX:30-7301
大学から歩いて１２分 玉穂町役場の南側
開館時間 水,木,土,日 １０時〜１７時
火,金 １０時〜１９時
休館日
毎週月曜日 １１月３日を除いた祝日 年末年始 月末日 など
貸出
本と古い雑誌は１人５冊１４日間 ビデオ,ＣＤ２点７日間
山梨県立図書館 甲府市丸の内二丁目３３−１ Tel:26-2586 FAX:26-2528
甲府駅から歩いて１０分
開館時間 平日 ９時〜２０時
土日 ９時〜１８時
休館日
毎週月曜日、５月４,５日、１１月３日を除いた祝日 年末年始 など
貸出
図書１人５冊以内 １５日間 ビデオテープ３点３日間
ホームページ

http://www.manabi.pref.yamanashi.jp:8080/tosyokan/index.html

甲府市立図書館 甲府市城東一丁目12-33 Tel:35-1427 FAX:27-6766
金手駅より歩いて5分
開館時間 水,木,土,日 １０時〜１７時
火,金 １０時〜１９時
休館日
毎週月曜日 １１月３日を除いた祝日 年末年始 月末日 など
貸出
図書は１人１０冊１５日間 ビデオ,ＣＤ２点８日間
昭和町立図書館 昭和町押越575 Tel:75-7860 FAX:75-7870
常永駅または国母駅から歩いて15分
開館時間 水,木,土,日 １０時〜１７時 火,金 １０時〜１９時
休館日
毎週月曜日 祝日 年末年始 月末日 など
貸出
図書は１人５冊１５日間 ビデオ,ＣＤ２点５日間
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田富町立図書館 田富町臼井阿原240-1 Tel:74-3311 FAX:74-3313
医大より車で10分 田富町役場横
開館時間 水,木,土,日 １０時〜１７時
火,金 １０時〜１９時
休館日
毎週月曜日 祝日の翌日 年末年始 月末日 など
貸出
図書は１人５冊１５日間 ＡＶ資料２点５日間
コメント 「田富町は福祉の町です。図書館でも福祉関係を重点的に収集しています。
いままでも医科大の皆さんに利用してもらってますが、これからもどうぞ
ご利用ください。」と館長さんからの伝言です。

「やまなしまなびネット」 について
山梨県では生涯学習活動を積極的行っています。県内でどんな生涯学習活動を行ってい
て、それへの参加方法はどうすれば良いか。またどんな施設が利用できるかなどの情報
を、県民にコンピュータを使って提供するのが、「やまなしまなびネット」です。
このネットの端末は、玉穂町生涯学習館はじめ多くの自治体、公共図書館に設置してあ
るだけでなく、甲府駅や県庁には初心者にも分かり易い「タッチパネル式端末」が設置さ
れています。インターネットが使えるコンピュータであれば、自宅からでも検索できます
し、ＦＡＸのポーリング機能でも可能です。
そのシステムの中に、図書館情報検索があります。これは県内の図書館のうち現在１５
館 （ 平 成 10年 中 に は 玉 穂 生 涯 学 習 館 が 増 え １ ６ 館 の 予 定 ） の 蔵 書 が 分 か る シ ス テ ム で
す。ＷＷＷの画面から必要事項などを入力していくと、求めている図書が分かり、その本
がどことどこの図書館に所蔵されているかも、分かります。
今回紹介した公共図書館は、やまなしまなびネットに加入していて、所蔵図書の検索が
可能です。
やまなしまなびネットのホームページ

http://www.manabi.pref.yamanashi.jp/

図書情報検索のページ

http://www.manabi.pref.yamanashi.jp:8080/

年末年始の休館のお知らせ
平成１０年１２月２6日（土）〜平成１１年１月５日（火）
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
なお、特別利用（カードによる入退館）は利用できます。
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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。
・

鈴木

宏

（前学長）

新しい治療薬のポイント
メディカルレビュー社

；
1998.3

C型肝炎：診療の進歩
へるす出版

／

上野

精

重信

；

／

医学図書出版
神庭

鈴木宏編集
64）

（副学長）

基本泌尿器科学

・

（分担執筆）

1996.9

（消化器病セミナー
・

No. 8（1998前期）

岡田清己、上野

精［ほか］編集

1997.11

（精神神経医学講座教授）

心の臨床家のための必携精神医学ハンドブック
深津千賀子、大野裕編
創元社

1998.4

（分担執筆）
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／

小此木啓吾、

◆◇編集後記◇◆
暑かった夏が終わり、読書の秋がやってきたと思っていたら、あっという間に初冬が
やってきました。
さて、図書館の周りには、木々がたくさん植えられ、心休まる
環境なのですが、ここにいつのころからか、ムクドリ（と思われ
る鳥）が群れをなしてやってきて、日の沈むころには、鳴き声の
スコールが木から降ってくるような感じでした。
ところが、冬が近づくにつれ、鳴き声がめっきり少なくなりま
した。きっと鳥も暖かい地方に移動したのかな、などと思いつつ
も、たくさんいたときにはうるさく感じたものが、いなくなって
みるとなんだか寂しく感じるこの頃です。
（H. F）
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