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平野光昭

私は卓球と囲碁を趣味としています。卓球は国際審判員の資格を持ち、世界選手権の審
判をやったこともあります。囲碁は日本棋院の５段(もちろんアマ)ですが、認定大会で優
勝し、半額で取らされたものです。どちらの指導書もたくさん持っていますが、何種類か
の月刊誌も取っています。ところが、「卓球の本」と「囲碁の本」は好対照をなしていま
す。卓球の月刊誌にもニュースの外に講座等がありますが、余程忙しいときでなければ、
送られてきたその日の内に最初から最後まで読んでしまいます。他方、囲碁の雑誌は、余
程暇なときでなければ、１か月掛けても全部読み終えることができません。忙しいときは
「つんどく」(積んでおくだけで読まないこと)になってしまいます。１手１手を碁盤に並
べて吟味していると、１頁進むのに１時間も掛かったりするからです。
「本」と呼ばれるものの多くが、この２つのタイプのどちらかに分類され、前者が圧倒
的に多いと思いますが、数学の専門書は典型的な後者です。第一、私の若いころは、結果
が新しいものでも、思考過程がオリジナルなものでなければ、数学の論文として認められ
ず、大学院に入って最初のゼミのとき、現在94歳になる恩師から「他人の結果の紹介で
はなく、自分で考えたことを話しなさい。」と言われたことを覚えています。ですから、
他人の書いたものをあまり多くは読みませんが、読みたい本は買って精読し、図書館で借
りるということをほとんどしません。研究費で買った本も、統計等の相談に見えた方に読
んでいただく以外は、ほとんど「つんどく」です。学生にも、「問題は自分で解かなけれ
ば力が付かない。図書館で解答を探すようなまねはするな。」と言っていますので、学生
用図書の推薦の際も、哲学や法学に代りに推薦していただいています。ところが、本学図
書館には何百冊かの数学の本があります。それらは大学設置基準を満たすために揃えたも
ので、当時浜松医大にあった数学の本を蔵書番号順に２冊置きに買ったのだそうです。
私は中国で敗戦を迎え、１年以上も小学校に行かず(飛び級？)、帰国後も、紙がないの
で教科書の印刷が間に合わず、仕方なく運動場で遊んでいたことが度度あったのを覚えて
います。そのころの朝日、毎日、読売等の新聞は、今の半分の大きさのものが１枚(２頁)
でした。また、私が大学生のころは１ドルが360円で、洋書は和書の10倍もし、コピー機
がなく、学生が手に入れられるのは主として「海賊版｣(外国の図書を無断で複製した出版
物）でした。神田界隈の古本屋巡りもよくしました。さらに、我が国の経済成長が著し
かった時期、製紙工場が建ち並ぶ富士市付近の海が「へどろ」で社会問題になったことを
思うとき、「今は随分無駄なことをしているなあ。」という思いを禁じえません。
今日、化石燃料の消費および地球上の炭酸ガスの３分の１を酸素に還元すると言われて
いる熱帯林の伐採によって、炭酸ガスが増え続け、砂漠地帯が広がりつつあり、海抜ゼロ
メートル地帯にある世界の大都市が海中に没する恐れがあるなど、全地球規模での環境破
壊が、深刻な問題になってきています。熱帯林で伐採された木材の主な輸入先が我が国で
あることを考えるとき、世界に先駆けて、紙の消費量を大幅に減らすことを考えなければ
ならないでしょう。図書館の電子化について、いろいろな意見があるようですが、私は地
球環境保全の立場から、いくら費用が掛かったとしても、国を挙げて電子化に取り組むべ
きだと思います。21世紀の早い時期に、日本中の図書館が電子図書館になっていること
を夢みています。
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雑誌の動き
□

□

誌名変更
日本看護学会論文集
Formerly: 日本看護学会集録

第29回 (1998) -

図書館

新 規
Legal medicine
（日本法医学雑誌の付属誌）

v. 1 (1999) -

図書館

平成１２年度図書館備付け学術雑誌について
今年度に引き続き、来年度購入する学術雑誌の見直しを図書館運営委員会において行
い、次の雑誌55タイトルを中止し、12タイトルを新規に購入することになりました。
□

中

止

（和雑誌

胃と腸
外科
芸術新潮
月刊福祉
小児保健研究
心臓
胆と膵
糖尿病
日本癌治療学会誌
日本小児科学会雑誌
日本新生児学会雑誌

20タイトル

：

洋雑誌

35タイトル）

日本内科学会雑誌
日本農村医学会雑誌
日本泌尿器科学会雑誌
(International journal of urologyを含む)
日本薬理学雑誌
病理と臨床
ﾎﾙﾓﾝと臨床
脈管学
臨床神経学
EN看護学生版

American journal of maternal child nursing
American journal of physical medicine and rehabilitation
Biotechniques
British journal of plastic surgery
British journal of surgery
CMLS: cellular and molecular life sciences
Critical care medicine
ELH
Endoscopy
Environmental management & health
Holistic nursing practice
Index medicus
International journal of hematology
International journal of nursing studies
International urology and nephrology
Issues in comprehensive pediatric nursing
Japanese journal of cancer research
Journal of clinical pathology
Journal of holistic nursing
Journal of neurotrauma
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Journal of pediatric health care
Journal of pediatric psychology
Journal of pediatric surgery
Microvascular research
Nephron
Nursing diagnosis
Pediatric clinics of North America
Philosophy
Plastic and reconstructive surgery
Proteins
Surgery
Transplantation proceedings
Virology
World journal of surgery
Die Zeit (including Zeit magazine)
□ 新 規
精神看護
AIDS research and human retroviruses
American journal of surgical pathology
British journal of pharmacology
The Economist
Environmental toxicology and chemistry
Journal of acquired immune deficiency syndromes
Journal of medical informatics
Journal of orofacial pain
The journal of prosthetic dentistry
Nature cell biology
Nature neuroscience

平成１２年度講座等購入学術雑誌について
□ 中 止
炎症と免疫
日経MAC: Nikkei MAC
臨床科学: The journal of clinical science
Acta anaesthesiologica Scandinavica
Anesthesia and analgesia
Archives of toxicology
Clinica chimica acta
Clinical nuclear medicine
Clinical otolaryngology and allied sciences
Current opinion in anaesthesiology
Current opinion in genetics & development
Diabetes：journal of the American Diabetes Association
Experimental eye research
Fertility and sterility
Journal of urology
Obstetrical and gynecological survey
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耳鼻咽喉科学
物理学
検査部
麻酔科学
麻酔科学
保健学Ｉ
内科学第１
放射線医学
耳鼻咽喉科学
麻酔科学
動物実験施設
保健学Ｉ
眼科学
産婦人科学
泌尿器科学
産婦人科学

Pediatric cardiology
Physical review E: Statistical physics,plasma fluids, and related
interdisciplinary topics
Prenatal diagnosis
Resuscitation
Retina
□ 新 規
American journal of roentgenology
Current contents : Clinical medicine
Human reproduction update
International journal of pharmaceutics
Journal of clinical oncology
Journal of endourology
Journal of viral hepatitis
Lancet
Molecular human reproduction
Molecular pharmacology
Radiology
週刊医学のあゆみ
臨床栄養（医歯薬出版株式会社）

小児科学
物理科学
産婦人科学
麻酔科学
眼科学

放射線医学
産婦人科学
産婦人科学
薬剤部
放射線医学
泌尿器科学
第一内科学
産婦人科学
産婦人科学
泌尿器科学
放射線医学
検査部
保健学II

附属図書館の特別利用について
この度、医学科３年次生以上の学生諸君に、自学自習環境を提供するために、図書館の
特別利用（２４時間利用）を認めることになりました。医学科３･４年次生で特別利用を
希望する者は、下記手順に従って申請してください。
１．「附属図書館特別利用申請書」に記入してください。
提出期限は９月２２日(水)まで。本人が図書館カウンターに持参してください。
２．図書館へ上記１を提出時に 利用説明会の予約 をしてください。
利用説明会は、９月２０日(月)より３０日(木)までの８日間に１日３回開催します。
各回定員があり、先着順ですので、早めに申し込んでください。
毎日 １２時２０分 １７時１０分 １７時４０分 （約２５分）
３．利用説明会を受けませんと、許可されません。
また、長期に渡り延滞図書がある人も許可されません。

図書ラベルの貼り直しについて
現在図書館では、図書ラベルをバーコードラベルに変更中です。従前のＯＣＲ（機械可
読文字）ラベルだと読み取りミスが生じていました。今回バーコードラベルに変更するこ
とで、誤読を防止するだけでなく、将来導入予定の自動貸出返却装置にも対応させる目的
です。作業中はご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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◆◇編集後記◇◆
La mail が８月３１日１７時をもって、停止しました。
E-mailを知り、私が初めて出会ったメーラーだったので、とても残念です。個人的に
は生まれて初めてのメールがうまく送れずに困ったことや、デジタルカメラで撮った画像
の添付されたメールが届き、感動したことを思い出します。
今では職場とは別に私用のE-mailアドレスを持つ私です。
La mail は役目を充分果たしてくれたと思います。なお停止に
より、図書館視聴覚室でのLa mail利用も終了しました。感謝
の気持ちを込めて「お疲れさま、La mail」と言いたいです。
（M.T.）
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