
第 4４号                                  ２０１３年１月 1 日 

 

1 

大学図書館等において西洋社会科学古典資料の収集・蓄積が進むのにとも

ない、図書館職員にも資料に関する高度な知識が要求されるようになってき

た。こうした要請に応えることを目的として、昭和 55 年度から毎年開講さ

れているこの講習会は、古い蔵書が多い図書館の職員にとって、とりわけ魅

力的な研修のひとつである。 

講義内容は、西洋古典資料の特性を概観する「書誌学」、資料の劣化の原因と修復の基礎を学ぶ「保存・修復」、

古典資料を用いた研究の世界に触れる「古典研究」、「施設見学」等多岐にわたる。私は資料の保存・修復の考え方

を知ることを目的として、今回の研究に参加した。 

 劣化資料に対し、私たちは当該資料の歴史的/資産的価値、利用頻度、代替の

有無、予算といった様々な点をもとに、処置を決定する。どの程度の修復を施す

のか、どういった方法を採用するのか、プロに依頼するのか、自分たちで行うの

か、あるいは手を加えず現状維持を目指すのか。判断を間違えないためには、前

述の点に加え、資料の構造、修復の手順と効果、図書室の保存環境と、蔵書構築

を含む今後の展望も把握しておく必要がある。 

 終わってみれば、古典資料の世界の奥深さに感嘆し、知るべきことの多さに圧

倒されるばかりの 3日間であった。みんぱく図書室では幸いなことに、資料の保

存と修復にある程度の予算が確保されている。その期待に応えるには、日々の自

己研鑽が欠かせない。その気付きを得たことは今回の研修における最大の収穫だ

ろう。                           （文献図書係） 

▲ 害虫駆除のための低温処理用冷凍庫 

 

 

 

 

   

 

～～ 情報サービス課 研修特集 ～～ 

情報サービス課の職員は、毎年様々な研修や講習会に参加しています。 

図書館の実務に関する専門的な知識を得たり、同じ仕事をしている 

他の図書館職員の方と情報交換ができたり、 

得るものはとても大きいです。 

今回の図書室ニュースでは、このような機会を与えていただいた 

ことへの感謝の気持ちを込めて、今年度の研修報告をさせていただきます。特に図書室らしい研修について、参加

者から自由に書いてもらいました。図書系職員がどのような仕事をしているのか少しでも知っていただき、図書室

に興味を持ってもらえたらうれしいです。 

 

①①①①    第第第第 32323232 回西洋社会科学古典資料講習会回西洋社会科学古典資料講習会回西洋社会科学古典資料講習会回西洋社会科学古典資料講習会    

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 11111111 月月月月 7777 日～日～日～日～11111111 月月月月 9999 日日日日    於）一橋大学社会科学古典資料センター於）一橋大学社会科学古典資料センター於）一橋大学社会科学古典資料センター於）一橋大学社会科学古典資料センター    

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんぱく図書室ニュース 
編集・発行： 国立民族学博物館 図書室 

▲ スリップを用いた資料管理 
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②②②② 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度    漢籍担当職員講習会漢籍担当職員講習会漢籍担当職員講習会漢籍担当職員講習会        

初級初級初級初級    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 10101010 月月月月 1111 日～日～日～日～10101010 月月月月 5555 日日日日    

中級中級中級中級    平成平成平成平成 24242424 年年年年 10101010 月月月月 29292929 日～日～日～日～11111111 月月月月 2222 日日日日    

於）於）於）於）京大人文科学研究所附属東京大人文科学研究所附属東京大人文科学研究所附属東京大人文科学研究所附属東ｱｼﾞｱｱｼﾞｱｱｼﾞｱｱｼﾞｱ人文情報学人文情報学人文情報学人文情報学研究研究研究研究ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    

やかましいことに一切触れずにいえば、「漢籍」という

のは、昔の中国人が当時の中国語（漢文）で書いた本のこ

とだ。昔の中国人や日本人がそういった本に注釈や読みな

どをつけたものも含まれる。「昔」というのは、一般に辛

亥革命が起こった年、1911年以前とされている。『論語』

とか『史記』とか、聞いたことがあるでしょ？それが漢籍。 

みんぱく図書室では、漢籍を数千冊も所蔵している。で

も、それらみんぱくが持っている漢籍は、実はまだきちん

と目録データの整理がなされていない。その話を聞いたと

き、突然、私の目録魂に火がついた！まあ、司書ならば、

当然といえば当然である。でも、漢籍整理のスキルや取り

扱いの知識が、私には不足している。さてどうする？ 

ぼんやり考えていた矢先、この講習会の話が回ってきた。

チャンス到来！課長から、いつものように気持ちよく許可

を得、係長には、「ねえ、見て見て！」とみんなに見せた

くなるような立派な推薦文を書いてもらい、倍率の高い関

門を見事に突破。参加が認められ、初級と中級、合計２週

間、朝から夕方まで、みっちり漢籍整理の勉強ができるこ

とになった。うれしい！と同時に武者震いもしたさ。なぜ

って、「頼んだぞ！」「行ってきます！」と気分は宇宙戦

艦ヤマト、いや、遣唐使だったのだ。 

さて、実際の講習である。初級への参加を許可されたの

は 20 名で、中級が 12 名。少人数のゼミみたいな雰囲気。

それぞれの所属機関からのミッションと志を持った司書

や学芸員たちが、全国津々浦々から参加している。  

プログラムは、初級・中級とも、毎日午前の２時間が

講義に充てられ、午後の４時間が多く実習を行う形で進め

られた。午前の「講義」は漢籍を整理するにあたって必須

となる基礎知識を伝授するもので、盛りだくさんの内容。

ある講師が、この講習は「泳げない人を海に突き落とす講

習」だと言っていたが、むべなるかな、私は幾度も溺れか

けた。形振り構わぬ立ち泳ぎで、なんとか泳ぎ切ったけど。 

午後の「実習」は、教材として用意された漢籍資料を、

参加者が自由に選び取って目録カードを作成し、また電子

データを作成するという個人単位の研修だ。実習の間、常

時 4～5 人の講師が教室内を歩き回っており、潤いのある

態度で対応してくれるので、参加者は容易に質問すること

ができる。これはすばらしい環境だった。 

漢籍資料の取り扱いは、けっこう気を使う。作業を始め

る前と後に手を洗う、鉛筆以外は使わない、腕時計は外す、

資料は平らな机の上に置いて手で持ち上げない、などと細

かい注意点がた～くさん。寝転がってペーパーバックや

iPad を読むのとは大違い。 

実際に何かひとつ漢籍を手にとって、目録を作ってみる。

が、当然スムーズには進まない。漢文だらけの本のどこか

に、さりげなく「嘉慶閼逢困敦」って書いてあったら、何

だと思います？「嘉慶」はたぶん中国の元号だろう、でも

そのあとは？「閼逢」は干支と対応する特殊用語で「甲」

の意味。「困敦」は「子」を示す。それらを工具書と呼ば

れる参考図書（調べる内容によってたくさん種類がある）

で調べ、最後にこの「嘉慶甲子」が「嘉慶九年」（1804 年）

であることを確認する。こんな作業の繰り返し。干支を知

ってるだけじゃダメだ。著者名だって本名で記載されてい

ないことが多い。 

だから、ひとつの漢籍と過ごす全体の時間を「100」と

すれば、書誌情報をさがす「30」、あっちの工具書こっち

の工具書で調べる「30」、溜息をつく「10」、ぱらぱらめく

る「20」、再び溜息をつく「10」、そんなかんじかな？！ 

これじゃまるで本のまわりをうろうろしてるだけだな。読

まないこととなんだか似てる…。と、ことほどさように、

漢字で練り上げられている漢籍の表情を、私はなかなか感

得することができなかった。最初はね。 

けれど、漢籍を引っくり返し、根気よく付き合っている

と、昼間の星のようにかすかでも、すこしずついろいろな

ことが見えてきて、そのなかに珠玉のような表情が浮かん

でくる。これは実に愉しく、ぞっとするような濃密な体験

で、漢籍の世界の奥深さを実感した。佳いもの、すばらし

い世界がまたひとつこの世にあることを、私は知った。 

みんぱく図書室から派遣された平成 24 年の遣唐使は、

このようにして帰朝した。遣唐使も、最後のほうの時代は

堕落していたというが、わたしは今、そうなっていないだ

ろうか？耳を澄ますと、心のかたすみから、大丈夫さ、そ

んな声がひそかに聞こえてくる。それから、遣唐使の本当

の仕事はこれからだ、という強い声が響きわたる。  

                  （文献図書係） 

▲『論語古義』 10 巻 4冊 (日本) 伊藤維楨(仁斎)著 

 [京都] 文泉堂 文政 12 年[1829 年]刊 みんぱく図書室所蔵 

「子曰学而時習之不亦説乎」の部分 
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ILL システム講習会を受講させていただきました。ILL システムとは、図書館間で行われている相互貸借サービス（文

献複写や現物貸借の依頼や受付）のやりとりを電子化したシステムのことをいいます。 

講習会のカリキュラムが半日と大変タイトなため、受講前の予習としてセルフラーニングが必須でした。実際の講習

会では、他大学の方とペアを組み、依頼館と受付館の立場を交互に行うことで、複写・貸借業務の基本と応用を学んで

いくという流れでした。 

私は現在、ILL システムを利用して文献複写の受付を担当しています。業務の中で、曖昧な部分や他の担当者ならど

ういった対応をしているかなど、手探りな部分がいくつかありましたが、この講習会を通じて日頃の業務での疑問を解

消する良い機会になりました。また、普段はシステム上だけでやりとりをしている ILL 担当者の方々とわずかながら交

流を持てたことも、刺激になりました。 

この講習会で学習したことを無駄にすることなく、今後の業務に活用して 

いきたいと思います。今回、このような機会を与えていただきまして 

どうもありがとうございました。          (情報サービス係) 

最近、係内でも資料の補修についての話題が出ていてタイムリーなテーマであり、他の図書館の状況も知りたかった

ので参加しました。 

最初の東京大学・小島浩之先生による講演では、「IFLA 資料の保存修復の原則」の説明がありました。現在は現物に

手を加える補修よりも設備環境を整えカビや虫害を予防することを重視しているとのことでした。図書館における保存

の意味を考えなおす機会となりました。 

続いて事例報告では、大阪大学附属図書館での資料保存の取り組みが紹介されました。実際にあった虫害やカビ害へ

の対処方法や、日々の温湿度管理などの重要性についての話があり、身近な問題として大変参考になりました。 

質疑応答では参加者から多くの質問があり、それぞれ熱心にメモをとり、時間が足らないという様子でみなさんの関

心が高いことが伝わってきました。幸い情報サービス課では、 

資料の補修に詳しい人や経験者、関心のある人が多数いるよう 

なので、今回の内容も参考にしつつ、お互いに情報交換をして 

知識や技術を高めていきたいと思いました。 

（文献図書係） 

国立情報学研究所(NII) が教育研修事業の一環として行っている、目録システム地域講習会（雑誌コース）を受講い

たしました。これは、雑誌目録の作成・修正規則の知識を修得するため、各大学・研究機関の雑誌業務担当者を対象と

して、大阪市立大学にて開催されたもので、今回は近畿地区より 24 名が参加しました。3日間にわたり講義と課題実習

があり、最終日にはいくつかの班に分かれてのグループ演習と発表も行われました。次々に課題が示され緊張感のある

講習でしたが、途中では懇親ランチや、会場となった学術情報総合センターの見学などもあり、とても中身の濃い時間

を過ごすことができました。 

雑誌は、同じタイトルの下で継続して発行されるもので、タイトルや出版者の変遷などといっ

た図書と違う性質があり、目録にも図書と違う規則がたくさんあります。現在、担当している業

務のなかで目録を作成・修正する際に、この場合はどの規則を用いるかを悩むことも多いのです

が、今回、受講させていただいたことで、ベースとなる知識を得ることができました。また、同

様の業務を担当している他の図書館の方々との交流もあり、皆、同じように日々悩みながら頑張

っている、ということを知ることができたのも、非常に心強く感じられました。この経験を今後

にしっかりと活かし、より円滑な雑誌業務を行っていきたいと思っています。  （文献図書係） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③③③③    目録システム地域講習会目録システム地域講習会目録システム地域講習会目録システム地域講習会（雑誌コース）（雑誌コース）（雑誌コース）（雑誌コース）平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 8888 月月月月 22222222 日～日～日～日～8888 月月月月 24242424 日日日日    於）大阪市立大学於）大阪市立大学於）大阪市立大学於）大阪市立大学    

 

④④④④    ILLILLILLILL システム地域講習会システム地域講習会システム地域講習会システム地域講習会                平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 8888 月月月月 31313131 日日日日        於）大阪大学於）大阪大学於）大阪大学於）大阪大学    

⑤⑤⑤⑤    大阪大学職員研修「資料保存の基礎を学ぶ」大阪大学職員研修「資料保存の基礎を学ぶ」大阪大学職員研修「資料保存の基礎を学ぶ」大阪大学職員研修「資料保存の基礎を学ぶ」    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年 11111111 月月月月 29292929 日日日日        於）大阪大学於）大阪大学於）大阪大学於）大阪大学    
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情報サービス課情報サービス課情報サービス課情報サービス課    平成平成平成平成 24242424 年度（２０１２年度（２０１２年度（２０１２年度（２０１２）研修一覧）研修一覧）研修一覧）研修一覧    

 

8/22-24 文献１名  平成 24 年度目録システム地域講習会 → ③ 

8/31  情サ１名  平成 24 年度 ILL システム地域講習会 → ④ 

10/1-5 文献１名  平成 24 年度漢籍担当職員講習会（初級） 

10/29-11/2 文献１名  平成 24 年度漢籍担当職員講習会（中級）  

9/5-7 文献情サ各１名 国大図協近畿地区助成事業「コーチングで変える大学図書館」 

9/20-21 文献１名  平成 24 年度京都大学掛長研修 

9/18  情サ１名  平成 24 年度国大協近畿地区支部研修「企画力研修」 

11/13  文献１名  平成 24 年度総合研究大学院大学図書館職員研修会 

11/7-9 文献１名   第 32 回西洋社会科学古典資料講習会 → ① 

11/29 文献１名  平成 24 年度大阪大学職員研修「資料保存の基礎を学ぶ」→ ⑤ 

 

   ※ 情サ＝情報サービス係  文献＝文献図書係 

みんぱく図書室みんぱく図書室みんぱく図書室みんぱく図書室    開室カレンダー開室カレンダー開室カレンダー開室カレンダー    １１１１月月月月    

開室時間：月・火・木～土曜日 10:00 ～ 17:00  

※複写の受付は 16:00 まで 16:30 までに複写を終了してください。         

休 室 日：水・日・祝日、博物館休館日 ※土曜日が祝日の場合は、開室 

館内の方は、博物館休館日および時間外の以下の時間もご利用いただけます。 

平日・土曜日 9:00 ～ 10:00、17:00 ～ 21:00  

日・祝日、博物館休館日 9:00 ～ 21:00 

 

◆ OPAC・My Library の停止について ◆ 

  1 月 12 日（土）17:15～13 日（日）10:00 

  受変電設備改修による停電に伴い、サーバを停止するため、図書・雑誌目録検索（OPAC）はご利用いただけません。 

  ホームページ、My Library も停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 

  なお、停電開始は 12 日の 22 時の予定ですので、12 日（土）の時間外開室の時間（17:00-21:00）は、 

閲覧のみならばご利用いただけます。 

国立民族学博物館 情報管理施設 情報サービス課  

TEL： 06-6878-8271（図書室カウンター） FAX： 06-6878-8249     

E-MAIL：nme-lib@idc.minpaku.ac.jp 

http://www.minpaku.ac.jp/research/sharing/library   (みんぱく図書室) 

http://opac.minpaku.ac.jp/webopac/ (OPAC＝蔵書検索) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯サイト 

→ ② 


