
　狭い私の研究室は本とファイルな
どで一杯である。周りの壁は天井ま
で本棚が占め、日常使用している机
の上、窓側の小さな台の上すら背丈
以上の高さまで本・書類・ファイル
が積まれている。そして、おそらく
これらの60～70％までは１年に１度
も手を触れないまま、ただ積まれて
いるだけである。しかし、適当な処
理ができない。私の知る限り、研究
室の整理の仕方にはそれぞれの性格
が反映されてはいるが、ほとんど総
ての教官の研究室が同じような状態
だといえそうである。他方、最近の
学生の多くは卒業時にかなり多量の
本や資料を段ボールに入れたまま破
棄してゆく。常日頃は自分の処分方
法の優柔不断さに歯がゆさを感じて
いるにもかかわらず、学生達の見事

なまでの「処分法」には、いまどきの若
者達は・・・という気持ちも沸いてく
る。溢れるほどの情報、そして本や資料
をどのように整理・蓄積すべきかについ
ては、図書館の運営との関係でいろいろ
な考え方・提案がされており、整理の悪
い私の出る幕はなさそうであるので、こ
こでは私の本にたいするある種の思い出
を述べさせて頂こう。
　最近でも出版された本の内容が気に入
らないということで著者を抹殺しようと
したり、時の政権が焚書を命じたりする
ことが起こっている。これらの状況とは
異なるが、類似の経験を私もしてきてい
る。戦中生まれの私にとって、終戦後の
混乱期に「この本は駐留軍に見つかると
大変だ。他人に見せてはいけない。」と
いうような父母の言葉は、理由は全く分
からなかったが、現在でも本に対するあ
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る種の緊張感を感じる原因となって
いるのかも知れない。それらの本は
姉たちが使っていた教科書や雑誌類
などが主で、百姓屋の屋根裏部屋に
積まれていた本の上には砂埃がた
まっていた。本によっては黒々と墨
が塗られていたり、部分的に切り取
られてはいたが、小さな天窓からの
光を便りに本を開く時の緊張感は、
内容がほとんど理解できない入学前
の頃のことではあるが、今もその時
の表紙についた砂のざらざらした感
覚とともに忘れてはいない。間もな
く還暦を迎えるこの年になっても、
古い本を開くときなどの折りに、
ふっとその時のことを思い出すこと
がある。
　教科書では、小学校の３年生の時
だと思うが、はじめて色刷りの理科
の本を受け取ったときの驚き・感激
を今も良く覚えている。物の無い時
代で上靴や靴下さえ、50人ほどの学
級で数足配給されたものを「籤」で
順番を決め、やっと買うことができ
た時代であった。学校から配られる
ほとんど文字ばかりの教科書の中
で、突如手にした色刷りの教科書は
本当にすばらしかった。動植物の絵
が色付きで出ているだけで、大変新
しくて、何か価値あるすてきなもの
のような気がした。理科が特に好き
な科目になった理由の１つが、この
時の感動が影響していたのかも知れ
ないと思っている。
　中学校時代で思い出すことといえ
ば、２～３年生の頃は休み時間に文
庫本を読むのが友達同士の競争に
なっていたということである。背伸
びし過ぎの「いっぱしの文学青
年？」を標榜していた私は、友人達
を意識し、「誰々作家のこの小説
は・・・」などと偉そうに話したが
る性格でもあり、理解できない恋愛
小説まで無理に読んでいた。高校時
代には、トルストイやドストエフス
キーなどに傾倒し、特に「罪と罰」

などは頭の芯が重く疲れるような感
じを持ちつつも、夏休みの期間に続
けて２度も読み直したりした。
　本についてはさらにいろいろな思
い出もあるが、何れにせよある種の
「こだわり」あるいは「思い入れ」
があり、個人の精神的歴史そのもの
であるようにも思われる。私と年齢
が離れていない人々はもちろん、若
い人たちの中にも似たような感情を
抱いている者も多いであろう。活字
文化は廃れてしまったという人もあ
るようだが、本を読み活字から受け
る内容・印象は、自分の「生きてき
た生活」と「空想」とが一体化し、
ＴＶ文化などとは異なる大きな空間
を私どもの『知』の世界に与えてく
れると感じている。心理学的な分析
についての理解が正しいのかどうか
は分からないが、最近頻発した１７
歳の犯罪につて、「自己の存在を確
認できないこと」が理由として挙げ
られていた。活字を通して得られる
世界は、その自己確認のためにも重
要なのかも知れない。

　 （ささき　よしみ：教育学部長）
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館蔵資料紹介No.21
 

　　　　　　　                図録日本医事文化史料集成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正村 静子

て成功したので、そのかさぶたから淳一郎に
植えさせているところである。

山脇東洋により1754年京都でなされ、５年後
に実地解剖書「蔵志」が世に出たが、山脇東
洋を解剖に駆り立てたのは中国伝統医学の五
臓六腑図に対して抱いた疑問である。既に西
洋解剖書を見て、その精緻な図に感じた彼の
「蔵志」の図も写実性にはなお問題があっ
た。しかし、ヨーロッパでも中世暗黒期の解
剖図は「頓医抄」の図にさらに劣る。因みに
江戸時代の解剖は刑屍で、殆どの場合１日の
うちに、しかも日没までに終えなければなら
なかった。

　「図録日本医事文化史料集成」　全５巻
三一書房　　医学部分館４階に配架。監修：
小川鼎三　全巻編集：宗田　一。昭和2年
（1927）に誕生した日本医史学会が創立50周
年を記念して全国に散在する医事文化の史料
を集大成した図録を作った。従来の出版物に
はこれほど膨大な史料を図版にした類書はな
く、編集するにあたり史料として著名なもの
でも既に別の出版物に紹介されているものは
特に重要なもののみを収録し、未発表の史料
をできるだけ多く収録することを心がけたと
ある。1977年から1978年にかけて発行され
た。各巻の収録史料は次のとおりである。第
１巻（樋口誠太郎編集）：考古資料関係・絵
巻物・新撰病草紙、第２巻（酒井シヅ編
集）：解剖図・手術図、第３巻（谷津三雄・
大塚恭男編集）：医療機器・薬、第４巻（杉
田暉道・長門谷洋治編集）：祭祀・信仰・は
しか絵・養生・軍事医療・労働衛生・文芸医
事、第５巻（矢部一郎・蒲原　宏編集）：人
物・各県の医史・医跡。B4の大判で各巻300
ページ前後、実に多くの興味をひかれる図や
写真が掲載されている中で各巻から１ないし
２枚を選んで以下に示す。
 

動かさねばならず、軟骨がなくなって関節面
がすり減っている様子も生々しい。このほか
にも日本の縄文人の歯を見ると砂混じりの食
物をとり続けた跡がしのばれるし、上腕骨の
たくましさからは大腿骨の場合と同様に過酷
な労働が思われる。成人の骨から推定して縄
文人の寿命は３０歳位であったという。
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 図１：第１巻15ページ「変形

した膝関節」

これは第１巻の初部に出
てくる岡山県彦崎貝塚出
土の変形した膝関節実物
の写真である。大腿骨遠
位端と膝蓋骨後面には沢
山の平行な溝ができてい
る。変形性関節症を病ん
でいたであろうに厳しい
筋肉労働で絶えず関節を

図２：第１巻199ページ「閑叟
公於午前世嗣子淳一郎君種痘

之図」

佐賀藩主鍋島直正（閑
叟）が嫡子淳一郎に種痘
を受けさせる場面を見守
る図。立っているのが鍋
島直正。右から二人目の
片肌脱ぎの若者は藩医の
長子・永叔で、永叔に
1849年外国から取り寄せ
たかさぶたで種痘を施し

 図３：第２巻２５ページ　頓医抄の

五臓図

日本で初めて人体内部を詳し
く書いたものは鎌倉時代の僧
医、梶原性全著の「頓医抄」
（1302）である。これは中
国・宋時代の医師・楊介によ
る解剖図「存真環中図」
（1113）を転写したといわれ
る。これらの図と共に五臓
（心・肝・脾・肺・腎）六腑
（胃・大腸・小腸・胆・膀
胱・三焦）および十二経絡の
概念が輸入され、永く信じら
れた。本邦最初の人体解剖は

http://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/kanpo/No31/ZU1JPEG.gif
http://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/kanpo/No31/ZU2JPEG.gif
http://www1.gifu-u.ac.jp/~gulib/kanpo/No31/ZU3JPEG.gif
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たというが、木製であるのに写真で見て実物と
見まごう出来である。彼らはこの標本を身幹儀
と呼んだ。２年の後、星野良悦は別に１組の木
骨を同じ工人に作らせて幕府に献上した。

た。平賀源内はその後１０数個のエレキテルを
つくった。現在は２個残っている。上の図が外
観で、下の図は蓋をあけて内部を見せている。
治療中の絵図が第３巻２５ページにある。高さ
28.2センチ、縦25.8センチ、横45.8センチの木
製箱。

は白象牙製。ケースも同質の象牙。老眼鏡らし
い。レンズはガラス製で直径2.6センチの正円

形とかなり小型である。京都市紫野大徳寺
大仙院の所蔵。現存する我が国最古の眼鏡
といわれる。第３巻77ページには徳川家康
所持と伝えられる白鼈甲フレームの無関節
式鼻眼鏡（オランダ眼鏡）も見られる。

「やんめ」といわれたトラホーム類似の流
行性眼病の治癒祈願のためのもの。病気快
癒祈願のための寺院関係の資料が多く紹介
されている中で目薬とともに奉納される向
かい目の絵馬は今も盛んで、絵馬に書かれ
た住所を見ると広い地域から人々が集うこ
とが分かるという。

ては 「江馬蘭学塾」の写真が紹介されてい
る。岐阜県における西洋医学は西濃で始ま
り美濃で栄えた。岐阜県の生んだ３人の西
洋医学の大家として江馬蘭斎・小森玄良
（京都で活躍）・坪井信道（江戸で活躍）
が挙げられている。岐阜県の医学の発達と
教育とにその92年の生涯を捧げた江馬蘭斎
は杉田玄白・前野良沢に学び1795年、大垣
に蘭学塾好蘭堂を開いた。ここでの教育と
治療のかたわら蘭斎が考案した蒸気風呂は
昭和に至っても理学療法として行われた。
蘭学塾好蘭堂はその後４代にわたって教育
基本と共に伝えられ、明治20年頃迄続い
た。このような私塾の存在は本邦では例を
みないという。

 　(しょうむら　しずこ：岐阜大学医学部教授)
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  図４：第２巻142
ページ。星野木骨

1791年広島の星野
良悦が刑屍２体を
解剖し１体から骨
格標本を作った。
これを工人原田孝
次に模刻させたも
の。作製には約
300日を要したと
ある。1798年江戸
へ行き、杉田玄
白、大槻玄沢に供
覧して賞賛を博し

図５：第３巻２４ページ。平賀
源内作エレキテル逓信総合博物
館蔵静電式医用電気具（摩擦起

電機）。

ハンドルを回して筺の中の
瓶にたくわえ、筺上部 に
突出した銅線から放電し施
療者に帯電させた。「諸痛
のある病人の痛所より火を
とる器なり」と文献にあ
る。平賀源内は長崎で破損
したエレキテルを貰い、
1776年江戸で修理・復元し

図６：第３巻
76ページ。足
利義政所持と
伝える眼鏡と

そのケース。

折りたたみ
式フレ ーム

図７：第4巻94
ページ
「こぶ観音」

群馬県邑楽
郡邑楽町石
内のコブ観
音内薬師堂
に奉納され
た目の絵
馬。

図８：第５
巻253ページ
「ありし日
の江馬蘭学
塾」の写

真。

岐阜県の
医跡とし
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                              平成11年度基本図書購入リスト
　基本図書購入リスト 平成11年度資料選定委員会によって選定された基本図書を購入しました。ご利用に

あたっては、OPACで所在場所等をご確認ください。

本館
新日本古典文学大系 1, 33-37, 90, 99, 別巻　岩波書店 1999-2000
人づくり風土記 : 全国の伝承江戸時代 : 聞き書きによる知恵シリーズ 46 農山漁村文化協会 1999
徳田秋聲全集 第2-4, 6, 15-16巻 八木書店 1999-2000
冷泉家時雨亭叢書 / 冷泉家時雨亭文庫編 第19, 28, 42, 52-53, 61巻 朝日新聞社 1999-2000
国立国会図書館所蔵洋図書目録 平成8，9，10年 国立国会図書館 1996-1998
六法全書 平成11年版1-2巻 有斐閣, 1999
Journal science citation reports on CD-ROM Science edition ISI 1998
都市環境学事典 / 吉野正敏, 山下脩二編 朝倉書店, 1998
独和大辞典 / 国松孝二 [ほか] 編輯 第2版 小学館, 1998
学校メンタルヘルス実践事典 / 児玉隆治, 高塚雄介編 日本図書センター, 1996
スクールカウンセリング事典 / 石隅利紀 [ほか] 編集 東京書籍, 1997
ソフトウェア工学大事典 / John J. Marciniak [ほか] 編 朝倉書店, 1998
科学・技術大百科事典 上中下　/ Douglas M. Considine, Glenn D. Considine [編] ; 太田次郎監訳
者代表 ; 青木薫 [ほか] 訳 朝倉書店, 1999
心理学辞典 / 中島義明 [ほか] 編集 有斐閣, 1999
エンサイクロペディア電子情報通信ハンドブック / 電子情報通信学会ハンドブック委員会編　オーム
社　1998
土木用語大辞典 / 土木学会編 技報堂出版, 1999
社会心理学ワークショップ : 卒業論文・卒業レポートの作成・提出に向けて / 三井宏隆著 垣内出
版, 1990
ラテン・アメリカ事典 / ラテン・アメリカ協会編 1996年版ラテン・アメリカ協会　1996
清沢洌選集 / 山本義彦編集・解説 全8巻別冊1 日本図書センター, 1998
日本人移民 (藤崎康夫) 全4巻 日本図書センター 1997
国民学校関係資料集成 / 下村哲夫監修・解説 全11巻 エムティ出版(販売:丸善)　1996
日本歴史大系 / 井上光貞 [ほか] 編 全18冊 山川出版社 1997
対外関係史総合年表 / 対外関係史総合年表編集委員会編 吉川弘文館, 1999
ユネスコ世界遺産ビデオ全集 VHS全36巻 ポリグラム, 1998
20世紀の物理学 全3巻 丸善 1999
阪神・淡路大震災調査報告 土木地盤6,8,11,12,共通2 土木学会
環境と省エネルギーのためのエネルギー新技術大系 / 日本伝熱学会編 エヌ・ティー・エス, 1996
実験化学講座CD-ROM : for windows / 日本化学会編 ｾｯﾄ6　丸善, 1999
生化学辞典 / 井上圭三 [ほか] 編集 第3版 東京化学同人, 1998
物理学大辞典　物理学大辞典編集委員会編 丸善 1999
応用物理用語大辞典　応用物理学会編　オーム社 1998
JICST日英機械翻訳システム：パソコン用日英翻訳ソフトパッケージ 科学技術振興事業団科学技術情
報事業本部編　1998
ケミカル・アブストラクツとCAS ONLINEの活用法 / Hedda Schultz, Ursula Georgy著 ; 時実象一訳
日外アソシエーツ, 1995 日本植物病害大事典 / 岸国平編 全国農村教育協会, 1998
農業技術大系　果樹編 全8巻9冊 農山漁村文化協会
農業技術大系　野菜編 全12冊 農山漁村文化協会
21世紀への遺伝学 全6巻 裳華房 1994-1998
Contented cows and other animals / [producer, Tony Edwards](人と家畜の関係) (ビデオ) BBC
Worldwide, 1984 (BBC video library)
The cruel choice / [producers, Sophy Robinson, Fanny Prior](動物実験の実態) (ビデオ) BBC
Worldwide, 1983 (BBC video library)
ビジュアル老人看護百科 ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ　(ビデオ) ダイレック, 1993

分館
Encyclopedia of bioprocess technology : fermentation, biocatalysis, and bioseparation /
Michael C. Flickinger, Stephen W. Drew 5 vols. John Wiley, 1999 (Wiley biotechnology
encyclopedias)
Encyclopedia of molecular biology / Thomas E. Creighton 4 vols. John Wiley, 1999 (Wiley
biotechnology encyclopedias) - 5 -
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                              平成11年度教官寄贈著書（本館・分館所蔵分）
　

　ここには、平成11年度に図書館へ寄贈された、学内教官が著作・編集・刊行等に関係した図書を掲載し
ています。ご寄贈ありがとうございます。引き続きご寄贈をお願いいたします。なお、これらの図書は、

図書館入口フロアーに一定期間展示していますのでご覧ください(貸出等も行っています)。

本館所蔵分
澤田慎治 (教育学部)
環境と開発の国際政治 信夫隆司編 南窓社 1999
記憶と近代 : ラテンアメリカの民衆文化 ウィリアム・ロウ, ウィウィアン・シェリング著 ; 澤田真
治, 向山恭一訳 現代企画室 1999

石川英志 (教育学部)
ふるさと総合学習 : 小さな学校の大きな冒険 愛知県額田町立大雨河小学校, 石川英志著農山漁村文
化協会 1999
「教師」新たな自分との出会い : やりがいを見つけた教師たち 前田勝洋, 石川英志著学事出版 2000

別府哲 (教育学部)
ジョイント・アテンション : 心の起源とその発達を探る Chris Moore, Philip J. Dunham原編 ナカ
ニシヤ出版 1999 (訳分担)
父母と教師が語る自閉性障害児者の発達と教育 西田清 [ほか] 編著 クリエイツかもがわ, かもがわ
出版(発売) 2000 (分担執筆)
赤ちゃんの認識世界 正高信男編 ミネルウァ書房 1999 (分担執筆)

小林浩二 (教育学部)
東欧革命後の中央ヨーロッパ : 旧東ドイツ、 ポーランド、 チェコ、 スロウァキア、ハンガリーの
挑戦 小林浩二 [ほか] 編著 二宮書店 2000

山内克典 (教育学部)
長良川河口堰が自然環境に与えた影響 長良川河口堰事業モニタリング調査グループ,長良川研究
フォーラム, 日本自然保護協会編集 日本自然保護協会 1999

富樫幸一 (地域科学部)
国際化時代の地域経済学 岡田知弘, 川瀬光義, 鈴木誠, 富樫幸一著 有斐閣 1997

押谷雅子 (医学部)
虹ちゃん日記 押谷ママ著 新風舎 1999

小見山章 (農学部)
森の記憶 : 飛騨・荘川村六厩の森林史 小見山章著 京都大学学術出版会 2000

分館所蔵分
小出浩之 (医学部)
フロイト理論と精神分析技法における自我 : 1954-1955 ジャック・ラカン [述] ; ジャック=アラ
ン・ミレール編 ; 小出浩之 [ほか] 訳 岩波書店 1998

佐治重豊 (医学部)
新しい癌免疫化学療法の指針 : QOLを重視した藥物療法 佐治重豊, 峠哲哉編 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 1999

玉舎輝彦 (医学部)
性ステロイドホルモンがわかる 玉舎輝彦著 金芳堂 1999
産婦人科手術のための解剖学　武田佳彦編　ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社　1999（分担執筆）

植松俊彦 (医学部)
新GCP下での治験データマネジメント : 国際品質保証時代の体制構築に向けて植松俊彦編 ライフサイ
エンス出版 1999
ｼﾝﾌﾟﾙ薬理学　植松俊彦他編　南江堂　1999
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                            　　　学術雑誌等の移動について
　

　資料の移動について 製本雑誌を中心に書架スペースが狭隘化しておりましたので、資料保管室（旧自由
閲覧室）へ新たに書架設置いたしました。これに伴って、雑誌の再配置を実施したため、集密書庫に配置
してありました新聞バックナンバー、官報、教科書等を資料保管室へ移動しました。移動した資料は、次

のとおりです。 利用に際しては、閲覧係へ申し出てください。

○ 岐阜県学事関係職員録 昭和28年度～31、33、35～63年度、平成元年～平成9年度
○ 岐阜県官公署団体会社職員録 昭和28年版～30、32、35～38、40～64、平成2年版～平成6年版
○ 新編国史大辞典 1－15（昭和54年－平成9年）
○ 国歌大観 1-10(1983-1992)
○ 国歌大観 続 歌集、索引 (1973)
○ 現代用語の基礎知識 1955、1962-1964、1966、1968-1972、1974-1977、1979-1980、1982-1983、
1985-1986、1988-1989
○ 角川古語大辞典 第1巻－第3巻（1982-1987）
○ 日本大百科全書 1-25(1984-1994)
○ 岐阜県公報 明治28年4月～平成9年12月（欠号あり）
○ 週報 / 情報局 昭和11年～昭和19年
○ 国際事情 大正12年7月～大正13年12月
○ 法会全書 昭和21年1月～昭和５６年12月
○ 教育情報 昭和25年4月～昭和46年4月（欠号あり）
○ 文教速報 昭和36年10月～昭和 年
○ 文教ニュース 昭和45年4月～昭和48年3月
○ 文部通信 昭和29年～昭和31年
○ 文部時報 大正9年5月～大正1１年12月
○ 官報 明治16年7月～平成9年12月
○ 貴族院議事速記録（官報号外） 明治23年12月～昭和17年2月
○ 衆議院議事速記録（官報号外） 明治23年12月～昭和17年2月
○ 日刊工業新聞 縮刷版 昭和42年10月～平成7年12月
○ 日本経済新聞 縮刷版 昭和24年4月～昭和26年12月 昭和33年1月～平成5年9月
○ 東京朝日新聞 縮刷版 明治2年7月～明治37年4月 明治45年7月～大正8年6月昭和4年3月～昭和15年8
月
○ 朝日新聞 縮刷版 昭和15年9月～昭和16年12月 昭和17年1月～昭和17年3月 昭和18年1月～昭和25年
12月昭和27年1月～平成7年12月
○ 毎日新聞 縮刷版 昭和28年9月～平成7年12月
○ 中部日本新聞 原紙 昭和26年3月～昭和39年12月（欠号あり）
○ 中日新聞 原紙 昭和40年1月～昭和48年12月（欠号あり）
○ 中日新聞 縮刷版 昭和４７年1月～平成7年12月
○ 岐阜日日新聞 原紙 昭和35年1月～昭和62年12月(欠号あり）
○ 岐阜のニュース 昭和57年4月～平成7年3月
○ 朝野新聞 縮刷版 明治7年9月～明治17年12月
○ 郵便報知新聞 復刻版 明治13年1月～明治14年12月
○ 岐阜日日新聞 縮刷版 昭和41年4月～昭和44年8月 昭和44年8月～昭和46年4月
○ 岐阜新聞 原紙 昭和63年1月～
○ 岐阜タイムス 原紙 昭和26年10月～昭和34年11月
○ 東海夕刊 原紙 昭和27年6月～昭和36年9月（欠号あり）
○ 日本読書新聞 原紙 昭和23年3月～昭和34年12月
○ 日本読書新聞 縮刷版 昭和37年11月～昭和49年12月
○ 自由新聞 復刻版 明治15年6月～明治17年6月
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○ The Times Educational Supplemennt No.2071(1955)～2536, 2654～2849(1969)
○ The American peoples encyclopedia ; v.1-v.20, 1963
○ The Americana annual ; 1966-1977
○ Britannica book of the year ; 1959-1961,1963-1964,1968-1994
○ Britannica junior encyclopaedia for boys and girls ; 1-15 , 1966
○ Brockhaus Enzyklopadie, in zwanzig Banden ; 1966
○ The Century cyclopedia of names / Benjamin E Smith, 1905
○ The Century dictionary and cyclopedia ; v.10-11, 1909
○ The century dictionary ,an encyclopedic lexicon of the English language ; 7 vols, 1903
○ The century dictionary, an encyclopedic lexicon of the English language ; 10 vols, 1904
○ Chambers's encyclopaedia ; v.1-15, new ed. , 1950
○ Chambers's encyclopaedia, a dictionary of universal knowledge for the people ; v.1-v.10,
1876
○ Collier's encyclopedia, with bibliography and index; v.1-v.24, 1974
○ Collier's encyclopedia, twenty volumes bibliography and Index ; v.1-v.20, 1952
○ Dictionnaire encyclopedique Quillet ; v.1-v.8, 1968-1970
○ Economic growth and the environment, on the measurement of income and welfare / Kjell
Arene Brekke, 1997
○ The encyclopaedia Britannica , a dicionary of arts, sciences, and literature ; v.1-v.25,
9th ed.(American reprint), 1875-1890
○ Encyclopaedia Britannica ; v.1-v.24, 1970
○ Encyclopaedia Britannica ; v.1-v3, the first edition of Encyclopedia Britannica, 1768-
1771.,[reprint]
○ The encyclopaedia Britannica, a dictionary of arts, sciences and literature & general
information ; 35 vols, 11th ed. , 1911
○ The encyclopaedia Britannica, a dictionary of arts, sciences and literature & general
information ; 35 vols, 13th ed. (American reprint), 1926
○ Encyclopaedia Britannica, a new survey of universal knowledge ; v.1-v.24, index, 1958
○ Encyclopaedia Britannica, a new survey of universal knowledge ; v.1-v.24, index, 1962
○ Encyclopaedia universalis ; v.1-v.20, 1968
○ Encyclopaedia universalis ; v.1-v.20, 1980
○ The Encyclopedia Americana ; 1-30, 1947
○ The Encyclopedia Americana ; 1-30, 1954
○ The Encyclopedia Americana ; 1-30, 1965
○ The Encyclopedia Americana ; 1-30, 1965
○ Funk & Wagnalls Standard Reference Encyclopedia; v.1-v.25, 1963
○ Great Soviet encyclopedia ; v.1-v.31, index, 1973-1983
○ Der Grosse Brockhaus ; Bd.1-Bd.26, 1983
○ Meyers grosses Konversations-lexikon, ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens ; 27
Bde. ,1902-1920
○ Meyers Lexikon ; Bd.1-Bd.16, 7. Aufl. 1924-1933
○ Meyers neues Lexikon ; 2. Vollig neuerorbeitete Aufl.,1971-1978
○ Meyers neues Lexikon in Acht Banden,1961-1969
○ Der Neue Brockhaus, Allbuch in funf Banden und einem Atlas ; 3.,vollig neubearb Aufl.,
1964-1965
○ Der Neue Brockhaus, Allbuch in vier Banden und einem Atlas ; 1937-1938;
○ The New Encyclopaedia Britannica ; [30 vols], 1975
○ The New encyclopedia Britannica ; 15th ed., 1979
○ The new volumes of the encyclopaedia Britannica ; v.25-v.35, 10th ed.,1902-1903
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                              職員の異動　平成１２年７月～１２月

                              　          　　　　　　　お知らせ
・学術雑誌等の移動について
　前号で案内しました学術雑誌等の移動が終了しましたので、この号に移動した雑誌等のリストを掲
載しています。
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