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図書館のお仕事 

～気になるカウンターの向こう側～ 
 

 

 カウンターは、利用者の皆さんと職員が接する図書館の最前線。１日平均の図書館利用者数は約700

人、多くの方が訪れますが、職員のほうもカウンターに入れ替わり立ち替わり現われては、カウンター

のうしろへ消えてゆく．．．。でも、カウンターのお仕事以外は何をしているの？ こんな疑問に答え

るべく、この特集では、その「カウンターの向こう側」のお仕事を取り上げてご紹介します。  

 下の図に、図書館の業務を担当する３つの係とその主な業務内容、それから、図書が書架に並んで利

用されるまでに各係でどのようなプロセスを経ているかを記してみました。左から順に、受入係・目録

係・サービス係と手順が進んでいくのがお分かりいただけるかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では続いて、それぞれの係のお仕事をもう少し詳しくお話しします。 

 

 

 

 受入係の「受入（うけいれ）」とは、図書や雑誌を図書館の蔵書として「受け入れる」こと。図書や

雑誌を書店に発注する、届いたものを検品する（発注したものと間違いないか、落丁や乱丁がないか

チェック）、代金支払いのための書類を作成する、のがメインの業務です。電子ジャーナルやデータ

ベースの場合は、「モノ」はありませんが、利用の契約を書店や出版社と結びます。資料の発注や契約

の担当窓口、それが受入係です。 

 一例として、先生方から依頼のあった図書の購入の流れをお話しすると――まず、①先生から図書購

入依頼を受領 ②書店へ見積もり依頼（外国語図書は書店によって価格や納期が異なるので、その「違

い」を見比べます） ③書店からの価格や納期の見積もりを先生にお知らせし、これでよいか確認 ④

書店へ正式に発注（無事納品されるよう祈ります） ⑤納品図書の検品。問題なければ、先生に発注資

料到着の連絡 ⑥支払い書類の作成へ――という流れになっています。 

先生方や書店と取り交わすメールの数は膨大なもので、１日に約100通、繁忙期の11月から３月は200

通近くにもなります。発注先の書店も多岐に渡り、４０以上の書店と取引があります。多言語の資料を

扱う外語大ならではの多さです。 

受入係 

◆図書の購入 

◆雑誌・新聞の契約 

◆電子ジャーナル、 

データベースの契約 

      

              購入 

 

目録係 

◆蔵書目録の整備 

◆ラベル・蔵書印等の装備 

◆図書の選定 

 

 

              登録 

              装備 

サービス係 

◆カウンター業務 

◆図書館間相互利用 

◆ガイダンス、 

オリエンテーション 
 
 

              配架              

              貸出 
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 目録係の主な仕事は、OPACで検索すると表示される所蔵資料のデータ（タイトル・著者・出版者

などの書誌情報と、請求記号や所在などの所蔵情報）の作成です。データを集めて目録（カタログ）

を作る、カタロガーの業務を担っています。仕事で大切なのは、資料の表紙、標題紙、奥付や背表紙

に書いてあることを正しく読み取って、正しく入力すること。それから、分類して請求記号を付ける

ために資料の主題をつかむこと。簡単そう、と思いましたか？ 実は結構奥が深いんです。世界各地

の出版物はそれぞれ個性的、そのうえ言語も多様でとても手強い．．．。でも、外語大は多言語人材

の宝庫。現役学生や卒業生のアルバイトという強い味方が力を貸してくれます。アルバイトの皆さん

には本当に感謝です。 

 というわけで日々是多言語資料との格闘ですが、その甲斐あってOPACに登録されている図書の言

語数は284（2019年3月末時点）。ちなみに、国立情報学研究所のCiNii Booksの元となるデータベー

スNACSIS-CATの登録図書の言語数が409ですから、全国の大学等で所蔵する図書の言語数の7割を

外語大がカバーしている計算になります。さすがは「外国語大学」、といったところでしょうか。 

 ところで、書誌情報には資料のページ数や大きさも書かれています。実はこれ、データ登録すると

きに1冊1冊確認しているのです。大きさは本の背の高さを測って記入（1ミリ以上はセンチに切り上

げ）。カタロガーには欠かせないものは何か――まずは「ものさし」といえるでしょう。  

 

 

 カウンターだけじゃない、サービス係の舞台は図書館の建物全体。返却され

た本を元の場所に戻すのも、新着図書を書棚のスペースに苦心しながら配架す

るのも、他の図書館から資料やコピーを取り寄せるのも、ガイダンスやオリエ

ンテーションで皆さんの前で話すのも、図書館の照明や空調のオン/オフも、

OPAC端末脇のメモ用紙の補充も鉛筆を削るのも、詰まったトイレのひとまず

の対応も、みんなサービス係の仕事の範囲です。そして、傷んだり壊れたりし

た本の修理もそのひとつ。 

 ハードカバーなら背表紙の部分、ここがよく裂けたり外れたりします。ペー

パーバックなら一部のページが外れてしまうのが多いです。これくらいなら厚紙

や和紙と糊を材料に、鋏やカッターや刷毛を使って職員の手で直します。表紙が

完全に外れたり、ページが外れてバラバラになったような重症の本はどうする

か？ 製本業者に依頼して、本を綴じ直して、新しい表紙を付けてもらいます。

 

元の表紙を生かして背表紙だけを付け替えたり（図2）、依頼する修理の内容は職員がしっ 

かり吟味検討します。今年度は約200冊、末長い利用と保管のために、修理する予定です。 

遡及登録ニュース  
★新たに、旧分類図書コレクションのフランス語、附属図書館大型コレクションのモンゴル大蔵経、 

 アジア・アフリカ言語文化研究所蔵書の浅井文庫が、全点OPACで検索できるようになりました。 

★今年度は、旧分類図書コレクションのうち、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、ロシア語、 

 タイ語、ヒンディー語、モンゴル語などの登録作業を進めています。  

【図２】 

表紙は 

再利用、 

背表紙のみ 

つけなおし 

【図１】 

修理前（左）と 修理後
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村上さんはM972  
～著者記号のはなし～ 

  

 OPACで検索した図書を書棚で探すときは、請求記号を手がかりにします。この「図書の在りかを示

す」ことが請求記号の最も重要な機能ですが、もう一つ大切な役割があります。それは「共通点のある

図書を書棚の上でまとめる」こと。この特集では、請求記号で図書をまとめる方法の一つ、新分類図書

に付ける著者記号を紹介します。村上春樹を例にしながら、著者記号のしくみを見ていきましょう。 

 

 下の図は、村上春樹の作品『羊をめぐる冒険』の各言語版の蔵書の請求記号です。いずれも新分類に

よる請求記号が付いています。 

 

 

 

 

 

 請求記号は複数の記号を組み合わせて作られています。1段目に入るのは で、本文の言語を

示しています。Aは日本語、Kは英語です。2段目は で、主題を表します。9A-8は、文学（9）

のうち原作の言語が日本語（A）で1人の作家によって書かれた作品（-8）であるという意味です。次の

3段目は、新分類では受入順の番号が入るのが原則ですが、2段目の分類記号が「9□-8」（□はいずれ

かの言語記号）のときは、他の分類記号を持つ請求記号と異なり、3段目はその作品の著者を表示する

ものとなります。これが です。著者記号

は右の3要素からなります。村上春樹の場合はそれ

ぞれの要素がどうなるか、順にお話しします。 

 著者記号は「アルファベット1文字＋1～3桁の数字」が基本の形です。先頭のアル

ファベット1文字は著者のイニシャル。村上春樹なら、MurakamiのMになりますね。

アルファベットに続く数字は、Cutter-Sanborn Three-Figure Author Tableという著

者記号決定のための表から採ります。これは姓の綴りをイニシャルごとにグループ化

したもので、Mの970番台は右の通りです。なお、0はどの桁にも使われないため、

970はありません。 

 表によると、M972に該当する著者の姓は、Murで始まり、かつ、次の973に当たる

Murcの直前までのもの。つまり、Murという姓か、Mura...またはMurb...で始まる姓

です。Murakamiはこの条件に当てはまりますので、村上春樹の基本の形は「M972」

に決まります。 

日本語 英語 イタリア語 ロシア語 ウクライナ語 ポーランド語 

A K R S S51 S61 

9A-8 9A-8 9A-8 9A-8 9A-8 9A-8 

M972G-2 M972A-4 M972 M972A-2 M972-1 M972 

2           

M972     基本の形 

  G   同じ基本の形を持つ他の著者との区別 

    -2 同じ著者の他の図書との区別 

Munt 971 

Mur 972 

Murc 973 

Murd 974 

Mure 975 

Murg 976 

Muri 977 

Murp 978 

Murr 979 
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 ラテン文字によらない表記の著者名は、ALA-LC Romanization Tablesという表に従って翻字してい

ます。翻字することにより、どの地域の名前でも同じ基準によって著者記号を決めることができるよう

になります。「むらかみ」もこの表によって「Murakami」と翻字されています。 

 ちなみに、本学で基本の形がM972の著者記号を使用するのはほとんどが日本名で、外国名の著者は

2人しかいません。ムラヴィヨーフ（Михаи́л Ники́тич Муравьёв）

とムラーリ（मुरारर）です。それぞれ「Muravʹëv」「Murāri」と翻字し

M972を導きます。ムラヴィヨーフの翻字を例として右に示します。 

 

 著者記号には原則として基本の形をそのまま用います。ただし、言語記号（1段目）および分類記号

（2段目）と基本の形の組み合わせが同じになる著者が複数いる場合は、1記号1著者になるよう、2人

目以降は基本の形の後ろにアルファベットをAから順に付けて区別します。日

本語版の村上春樹はA/9A-8/M972の8人目だったため、Gが付きます。 

 日本名には「村」で始まる姓が多くあるため、M972に該当する著者が多

くなります。現在のところ、A/9A-8/-（本文が日本語の日本語文学）におけ

るM972の著者たちは右の通り。図書館への登録順でアルファベットを付け

るため、最年長（？）の紫式部もここでは3人目です。 

 もしアルファベットをZまで使ってしまったら？ その後は、桁を増やし

て、AA, AB, AC, ...  とどこまでも区別します。AZの次はBA。現在、日本語

文学（A/9A-8/-）でのT136（Tak...）、ベトナム語文学（E4/9E4-8/-）での

N576（Ng..., Nh...）、そしてヒンディー語等文学（I2/9I2-8/-）でのB575

（Bh...）には、それぞれ、AD（31人目）、AF（33人目）、AB（29人目）

までの著者記号が作られています。Cutter-Sanbornの表にうまく姓を細分で

きない箇所があると、このような集中が起こることもあります。 

 

  

 ここまでの作業で著者個人を示す記号が決まりました。その記号を付ける1番目の図書を登録すると

きは、記号をそのまま3段目に入れます。『羊をめぐる冒険』イタリア語版とポーランド語版はこれに

あたるもの。両言語とも村上春樹はM972の1人目だったため、末尾にアルファベットはありません。 

 同じ記号を付ける2番目以降の図書を登録するときは、記号の後に「ハイフン＋数字」を1から順に加

えることで各図書を区別します。『羊をめぐる冒険』の英語版は5番目、ロシア語版は3番目、ウクライ

ナ語版は2番目に登録された村上春樹作品です。日本語版では、シリーズ「村上春樹全作品 : 1979～

1989」が3番目として登録されており、『羊をめぐる冒険』はその第2巻であることが請求記号4段目で

示されています。4段目に第○巻や○○編を表す記号が入るのは、他の新分類の図書と同じです。 

 このように、区別を重ねることでその著者・その図書の記号が決まり、書棚での位置が決まります。 

 

 さまざまな言語で著された文学作品は本学蔵書の特色の一つですが、その多くは新分類では分類記号

9□-8に集まります。著者記号を組み合わせることで、各作家の作品が、本文と原文の言語ごとに書棚

の上でまとまるようになります。文学作品を探すときは、ぜひ著者記号にも注目してみてください。 

М у р а в ь ё в 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

M u r a v ʹ ë v 

M972 村山槐多 

M972A 村上昭夫 

M972B 紫式部 

M972C 村上一郎 

M972D 村山富士子 

M972E 村上龍 

M972F 村山リウ 

M972G 村上春樹 

M972H 村上政彦 

M972I 村山りおん 
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平成30年度は、ライフネット生命保険株式会社の創業者で立命館アジア太平洋大学学長の出口治明

氏に、上記タイトルで講演いただきました。 

長く保険業というビジネスの世界で活躍された出口氏。かつても、そして大学の学長となられた現

在も、ご多忙な日々を送られていますが、「本を読むこと、人と会うこと、旅をすること」を大切に

し、実践してこられました。「本・人・旅」をめぐるご自身の経験や具体的な事例を挙げてのお話

は、聞く者をその３つの実践へといざなう内容で、約120名の参加者の方々にも大変好評でした。 

「フィールド言語学」ってご存知ですか。言語学の一分野で、まだ参考となる資料や文献もない知

られざる言語をゼロから研究する学問とされます。調査のために現地に赴き、人々と信頼を築きなが

ら、そこで話されることばを記述・調査するなかで文法体系を明らかにし、その言語の記録・保存に

貢献する――そのフィールド言語学の先駆的実践者が今回の展示で取り上げた浅井恵倫（あさい えりん 

1895-1969）です。 

◆浅井恵倫の経歴 

 台湾を舞台に言語調査を行った浅井ですが、彼が生まれた1895年は奇しくも、台湾が清朝から日本

の統治に替わった年でした。浅井は1918年に東京帝国大学文科大学言語学科を卒業し、1922年頃、

単身で台湾島離島の紅頭嶼（こうとうしょ。現在の蘭嶼らんしょ）に赴きます。浅井による台湾フィール

ド言語学のスタートです。彼はそこで話されているヤミ語の調査を行いました。  

公開講演会 
 

グローバル社会に求められる思考力と読書  
立命館アジア太平洋大学学長  出口治明氏 

【日時】平成30年12月6日（木） 17時30分～19時00分  

【場所】東京外国語大学 アゴラ・グローバル プロメテウスホール  

 

【会期】平成30年11月19日（月）～12月26日（水） 

【場所】東京外国語大学附属図書館２階ギャラリー 

【主催】東京外国語大学附属図書館 

【協力】東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 既形成拠点GICAS 

    落合 いずみ 氏（日本学術振興会特別研究員 PD 神戸市外国語大学） 
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1926年に大阪外国語学校教授となりますが、その後も休暇を

利用して台湾に行き、山岳地帯のセデック族集落で言語調査を続

けます。これらの調査を基にヤミ語の研究論文を執筆し、1936

年にはオランダ国立ライデン大学文科大学の博士号を取得しまし

た。 

1936年5月から台北帝国大学（現在の国立台湾大学）に勤務

し、台湾先住民の言語の研究に従事します。当時すでに急速に漢

民族化しつつあった平埔族（へいほぞく。平地に居住する台湾先住

民）の言語―バサイ語、カバラン語、シラヤ語など―を調査・記

録するために台湾各地を奔走しました。 

終戦後、日本に戻った浅井は、東京大学、国立国語研究所、金

沢大学、南山大学で勤務し、1969年に亡くなるまで、教育・研

究に多忙な日々を送りました。また、1964年9月からは当年設立

されたばかりの本学アジア・アフリカ言語文化研究所の運営委員

を務めました。 

 

◆台湾先住民の言語  

 台湾先住民固有の言語は20を超え、フィリピンやインドネシアの諸言語と同一のオーストロネシア

語族に属します。これらは、離島である紅頭嶼のヤミ語（マラヨ・ポリネシア語派）を除き、台湾

オーストロネシア諸語（Formosan languages）と総称され、オーストロネシア語族のなかでも最も

古い特徴を持つとされる言語群です。平地またその近隣の

山々で話されていた言語の多く（シラヤ語、バサイ語、サア

ロア語、カバラン語など）は著しい漢民族化のため、浅井が

調査した20世紀初頭には、消失したか消失の危機に瀕してい

る状態でした。一方、山地や東海岸沿いに分布する言語（ア

タヤル語、セデック語、ブヌン語、アミ語など）と離島のヤ

ミ語は現在も用いられています。 

 

◆浅井文庫 

 浅井の自宅に残された膨大な資料は、浅井文庫として1970

年にアジア・アフリカ言語文化研究所が引き継ぎました（目

録として『小川尚義・浅井恵倫台湾資料研究』アジア・アフ

リカ言語文化研究所 2005年刊がある）。台湾フィールド言

語学の成果として、今後の研究にも役立てられていく資料に

違いありません。今回はそのなかから、浅井自筆のノートや

カード、現地の人々の様子を撮影した写真、著書などを展示

し、広く学内外の方にご覧いただきました。  

展示会パンフレットは以下のURLで公開しています。 

http://www.tufs.ac.jp/common/library/guide/shokai/tenji19.pdf 

  （編集注：本稿執筆にあたっては、落合いずみ氏による上記  

   パンフレットの内容を参照させていただきました。） 

 

【図１】 

セデック方言に関する比較単語リスト  

【図２】 

18世紀の先住民の言語分布図 

http://www.gicas.jp/taiwan/ に 

掲載の図を基に作成 
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東京外国語大学附属図書館とアジア経済研究所図書館の共同利用制度締結4周年を記念して、アジ

ア経済研究所から講師をお迎えして、ブックトークを開催しました。  

取り上げた図書は、講師の荒神衣美氏が編者となってア

ジア経済研究所から2018年2月に出版された『多層化する

ベトナム社会』（請求記号：A/361/748870）。 

2000年代に高度経済成長を遂げ、人々の生活も大きく変

化してきたベトナム。「コネ社会」といわれてきたその社

会は、人々が各人の能力・努力次第で上昇移動できるよう

な開放的なものとなってきたのか？ こうした問題意識を

基にまとめられた本書の内容に、ご自身のベトナムでの経

験も織り交ぜつつ、現代ベトナム社会について語っていた

だきました。 

 

 ベトナムや東南アジア地域を専攻する学生を中心に18名の参加者があり、トーク終了後もその余韻

のままに講師の荒神氏を囲んで質問・談笑する姿が見られました。 

ブックトークの開催は図書館では初の試みでしたが、＠ラボという開放的な空間に相応しい催しで

あると感じました。今後も機会があれば実施してみたいと考えています。  

ブックトークの開催日を挟んだ12月3日（月）から17日（月）のあいだ、講師の荒神衣美氏のセレ

クションによるブックトーク関連図書の展示を行いました。 

 

 この展示にあたってはアジア経済研究所図書館から資料

をお借りしましたが、そこはやはりアジア（のみならず広

く開発途上地域）関連の専門図書館！当館に所蔵のない資

料もたくさんお持ちです。相互利用制度で学生・教員のみ

なさんが個人で利用・貸出を受けることも可能。足を運ば

れてみてはいかがでしょうか。 

展示資料のリストは以下のURLで公開しています。 

http://www.tufs.ac.jp/blog/is/g/news/files/booklist.pdf  

 

【日時】平成30年12月12日（水） 16時00分～17時30分 

【場所】東京外国語大学附属図書館4階＠ラボ 

【講師】荒神 衣美 氏（こうじん えみ アジア経済研究所地域研究センター東南アジアII研究グループ）  

 

【写真1】 

ブックトーク当日の様子 

 

【写真2】 

4階＠ラボでの展示の様子 

荒神氏撮影のベトナムの写真も展示しました 
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図書館統計 

【平成29年度（平成29年4月～平成30年3月）、平成30年度（平成30年4月～平成31年3月）】 

 

 

図書館ホームページでは 

より詳細な内容がご覧いただけます。 

 

≪ 入館者数  ≫ 

http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo/ 

toukei/toukei_visitors.pdf 

 

≪ 貸出冊数 ≫ 

http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo/ 

toukei/toukei_loan.pdf  

その他の統計は以下のURLから 

ご覧いただけます。 
 

http://www.tufs.ac.jp/library/ 

index4-j.html 

 

入館者数・貸出冊数 同月比較  

入館者数・貸出冊数・開館日数・開館時間  

http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo/
http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo/
http://www.tufs.ac.jp/library/
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附属図書館・言語別所蔵冊数  

【平成31年4月現在】アジア・アフリカ言語文化研究所蔵書は除く 
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✍ 図書館活動日誌（平成30年4月～平成31年3月） 
 

【活動】  
 

   ４月１２日  リクエストガイダンス（全３６回 ～平成３０年１２月） 

          基礎リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」 （全２回 ４月１７日） 

   ４月１６日  図書館オリエンテーション（全４回 ～２０日） 

   ４月１９日  基礎リテラシー科目附属図書館担当分演習「図書館検索演習・実習」  

                    （全４回 ４月２４日・２６日、５月１日と計４日間） 

   ５月１７日  学習相談デスクガイダンス「文献の整理術：文献管理ソフトを使ってみよう」 

       （多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ５月２２日） 

   ５月２１日  総合国際学研究基礎科目附属図書館担当分講義「図書館の学術的利用方法」 

                      学習相談デスクガイダンス「外国語学習のコツ」（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ５月２８日） 

   ５月２３日  学習相談デスクガイダンス「学問の森に入ってみよう：考え方のヒント」（多言語コンシェルジュ企画） 

                    （全２回 ５月２４日） 

   ６月２９日  平成３０年度第１回図書館委員会 

                      学習相談デスクガイダンス「実例から考える統計学的検定の使い方」 

      （多言語コンシェルジュ企画 全２回） 

   ６月３０日  土日拡大開館実施 

      （開館時間を１３：００から９：００に変更 ７月１日・７月７日・７月８日と計４日間） 

   ７月１１日  平成３０年度第１回学生用図書選定会 

   ７月１５日  オープンキャンパス図書館見学 

   ７月２１日  夏学期集中講義期間の土日開館実施（～７月２９日、９月８日～２２日） 

   ９月１５日  図書館情報システムリプレイス（～９月２０日） 

１０月２２日  平成３０年度第２回学生用図書選定会 

                       学習相談デスク企画展示「連鎖的おすすめ本」（～１２月２日） 

１０月３０日  学習相談デスクガイダンス学部生向け卒論ガイダンス（多言語コンシェルジュ企画） 

                     （全４回 ～１１月９日） 

１０月３１日  図書館館報「Castalia」２５号発行（インターネット公開） 

１１月１９日  平成３０年度附属図書館特別展示 

      （「台湾フィールド言語学：浅井恵倫の調査資料から」 ～１２月２６日） 

１２月 ６日  平成３０年度附属図書館公開講演会（出口治明氏 立命館アジア太平洋大学学長  

                     「グローバル社会に求められる思考力と読書」） 

１２月１２日  アジア経済研究所図書館との共催によるブックトーク（荒神衣美氏 アジア経済研究所研究員  

                     「ブックトーク・編者が語る『多層化するベトナム社会』：ベトナム社会では誰でも出世できるのか」） 

                       ブックトーク関連企画「ベトナム関連図書・写真展示」（１２月３日～１７日） 

   １月２６日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 １月２７日と計２日間） 

   ２月 ４日  平成３０年度第３回学生用図書選定会 

   ３月１４日  平成３０年度第２回図書館委員会 

   ３月１５日  平成３０年度第４回学生用図書選定会 

【学外会議・研修等】   

   ４月１９日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 政策研究大学院大学） 

   ４月２７日   TAC図書館部会館長会議、実務担当者会議 ４名参加（於 東京外国語大学） 

   ６月１４日  第６５回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 札幌 ～１５日） 

   ６月２８日  東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 ２名参加（於 東京家政学院大学町田キャンパス） 

   ９月１０日  東京西地区大学図書館協議会サマーセミナー １名参加（於 ルーテル学院大学） 

   ９月１３日  平成３０年度図書館等職員著作権実務講習会 １名参加（於 東京大学本郷キャンパス ～１４日） 

  １０月 ２日  平成３０年度大学図書館職員短期研修 講師１名派遣（於 京都大学） 

  １０月１６日  平成３０年度大学図書館職員短期研修 講師１名派遣（於 国立情報学研究所） 

  １１月 ６日  TAC図書館部会実務担当者会議 ２名参加（於 東京外国語大学） 

  １１月１６日  東京西地区大学図書館協議会秋季セミナー １名参加（於 多摩大学） 

  １２月１４日  TAC図書館員交流会 ２名参加（於 武蔵野美術大学）  

✍ 編集後記  
 

著者記号を取り上げた「村上さんはM972」の記事で言及したCutter-Sanborn Three-Figure Author Tableについて補
足。カッターCharles Ammi Cutter(1837-1903)とサンボーンKate Emery Sanborn(1860-1951)はアメリカのライブラ
リアン。1880年にカッターが考案した表をサンボーンが1892年から1895年にかけて改訂したもので、12,000を超える
著者記号を掲載。100年以上にわたって、図書館の世界で基本ツールとして使われています。 
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