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「人民日報」，「光明日報．」に見る

1970年代中国め図書館

付r中国図書館関係記事目録
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年代別，地域別，種類別に早た図書館の概要

政治的背景と図書館界の全般的な状況

各種図書館の具体的活動．

結び

中国図書館関係記事目録

1

　ここで三三しょうとするの1＊，1970年代

の主として「人民日報」，「光明日報」に報

道きれている中国の図書館の状況である・

t一

D1960年代後半からの中国文化大繭命中，

殆んど伝えられなかった中国各地の図書賠

に関する記事が，，1970年に入るどこ・れらの

新聞に僅かながら掲載さればじめ，図書館

の事情も多少は分かるようになって来た6

文化大革命以前には，国立北京図書館によ

って編集，または発行されていた，「図書館

工作」（1955年～1960年），「図書館学三三」

（1957年ん1960年），「図書館」（1961年～

1964年）（図書館学三三の改題されたもの）

など図書館関係の雑誌があり1中国の図書

館政策や，，各図書館の具体的事情，活動三

三その他はこの様な諸資料によって知るこ

とができた。現在では，中国図書館学会の

機関誌として「函書館素通訊」の1号が1979

’年6月に肇刊され，中国科学院の「図書情

報工作」が1980年2月から創刊の予定であ

り，湖北省図書館や天津市人民図書館とい

った各地の公共図書館でも1978年頃がら

　「図書工作」等が刊行されている。しかし

文化大革命以後それまでの期間の中国の図

．書臨界り実情をうかがう手がかりとしては

上述の「人民日報」，「光明日報」の記載に

よるほかはない。逃つともジ欧米人の手に

なる中国図書館訪問記の類は，欧文のi雑誌

に散見される。．邦文のものについては，そ

の多くが訪中の記録という形で；個人の印

象記として断片的にその中で扱われている

のみである。　　．　　　1　．

　また日本の図書館関係の雑誌や新聞に見，

られる紹介記事は，いずれも「人民日報」

や’ u光明日報」をもとにして，これらを要

約したものが大部分である。このような理
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由から，ごく限定された範囲あ資料でほあ

るが，この間の事情を報じている二つの新

旧を中心群，．中国の各種図書館についてこ

こでいささかの解説を試みてみたいと恵

う。

　　　　　　　　　1－1

　．まず1970年1月から1979年12月までの間

に両新聞にのせられた記事を年代別に示す

と以下のようになワている。

　　1970年∵・………………2件・

　　1971年…………………2件

　　1972年・……・……，…・…6件

　　1973年………………・，・40件

　　1974年…………………19件

　　1975年…………………35件

　　1976年……．………・…15件

　　1977年…………一・・…・・…8件

　　1978年・…∵…・……・・…76件

　　1979年…・∴∴……・…152件

　この10年間に発表された図書館にかかわ

りのある記載事項は，合計345件あり，，こ

れを見ると，：ほぼ二つの山があって一つは

1973年～1975年に多く，・また1978年～1979

年になると圧倒的に増晒していることが分

かる。（これについては末尾に附した関係

記事目録を参照していただきたい。）

　　　　　　　　1，一2

　　　　　s　’
次にこれを地域別にあげると下記のごと

くである。

　　北京市……………「……52回

忌　上海市…………………45件

　　天津市……・………・・…13件・．

　　河北省…・………∵・…・・10件

　　山三省・1……・……・・・・…14件

　　内蒙古自治区・・一………・4件

　遼寧省………・……・・…12件．

　吉林省…・…∵………・・6件　．

ヒ

　　黒竜江省・………・…・二・・5件

　　玉無省………・………・・13件

　　七二省……・………・…・5件

　　〔三夏心違自治区………なし〕

　　〔青海省…・……………・・なし〕

　　新歯内暴走自治区…∵・4件

　　山東省…・…………∴…6件1

　　江蘇省＿＿＿…，………13件

　　漸江省……・ボ……・……三三

　　安徽省・………………・・6件

　　江西省・……………一’・…1件

　　福建省……………■t…・r6件・

　　河南省…・……………・・7件

　　湖北省・・……………・…20件

　　，湖南省・………………・・15件『

　　広東省・・∵…・・…………並件

　　広西旧記自治区………6件

　　四川省……………・…・・ワ件　　’

　　貴州省・…………・・……5件

　　雲南省……………・…・・4件

　　西蔵自治区……・…，・…3件’

　幽これによれば，最も多いのは，北京市、

で，上海市がこれに次ぐ。．あとは湖北省，

湖南省，山西省，’天津市，陳西省，江蘇省；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら遼寧省，広東省，河北省の順となつ．てい

る。’図書館について何らかの記事があっπ

のは，上記のように，三夏回族自治区，青

海省を除く3直轄市，20省，4自治区た及

んでいる。

1－3

　これをざらに図書館の種類別に分けてみ

．ると以下のとおりである。

　　国立北京図書館……・…………・・…10件’

　　専門図書館（中国科学院，中国社会科

　　　学院，中国科学技術情報研究所など

　　、を含む）1……∴・・……・・……・・…33件・

　　学校の図書館（大学，専肉学校y中学3
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　　　小学校）∵……………・・…・…・…75件

　　　　（内大学，、専門学校　57件）

　　今共図書賠（省itl’県・区のレベ・レ

　　　みもの）…………………………61件

　　都市の街道の図書室…∴…………10件

　　軍隊の図書室……・…………・・……2件’

　　工場の図書室………………・∴ポ・…15件，

　　農村の図書室（人民公社の図書室な

　　　ど）＿＿＿＿＿＿．＿＿．．＿＿…42件

　　書店の図書室……………・’r’・…・…65件

　　図書館政策，理論等に関するもの（地域

　　　別，種類別に入らないもの）……57件

　　外国の図書館事情の紹介等………1，1件

　　（1件の中に、いくつかの種類の図書館が

　含まれている時はそれぞれ数えているの

　で総件数より合計は多くなっている。ま

　たこの分類法については1従来文化部

　系，工会（労働組合）系，教育部系，中

　国科学院系という方法がとられる場合も

　あったが，現在これらに入れられぬもの

　・もあるため，一応上記のようにした。）

　これを見ると，’まず最も多いのは学校の、

図書館，とくに大学の図書館であり，これ

、は1978年～79年にかけての記事である。次

は書店の図書室，これは1973年～75年にか

なり報道されている。さらに公共図書館，

、・・垂￥相ﾙ町平等に関するもの，農村の図書室

？順になっている。ζのうち公共図書館は

平均し：てのせられているが，図書館政策に

回するものは1978年～79年にかけて増えて

、おり」農村図書室についての記載ば，1973

年～75年に多い。いずれにしても，その時

期的な変動はあるが，多種多様な図書館示

紹介されている。またここで使われている

名称は，いわゆる図書館と称されるものか

ら，図書室；資料室，文化館，文化室，文

化姑，閲覧室，読書室，学習室，図書流通

姑，流動租閲点，流動図書箱，図書姑（ス

テーション），図書箱，もっと小さなもみ

として，図書架，図書裏，三三などがあり，

その形態も固定されたもののほか，図書流

動車・流動租書箱，流動図書箱（巡回文庫）

のような方法で運営されるもの，書店員が

交通の不便な地域へ図書を運搬して行き，

そこに設けられた読書室で閲覧さ津るもの

などさまざまである。こめような多様な形

の，’ K模も運営方法も千差万別の，身近か

にある図書館から，人々は図書を利用する

便宜を与えられているわけであろう。

　ところで，1970年代中国の図書館につい

て考えてゆく場合，背景となるその時代の

政治情勢を，無関係な存在として切りはな

して見ることはできない。当然中国のその

時々の政治，とくに科学，教育，文化政策

を反映しており，というよりむしろその一

環として，密接なかかわりを持ちながら図

書館もまtg発展して来ているというべきで

あろう。ここではそのような政治的推移そ

の他と関連させながら，全速的な図書館の

動き，概略をまず簡単にたどってみること

．にする。

II－1

　1960年代後半に中国文化大革命がはじま

り，その中で1969年4月中国共産党第9期

全国代表大会が開催された。1971年9月に

は，林彪によるクーデター計画の失敗と失

脚。ユ973年8月に中国共産党第10期全国代

表大会が開かれている。同じく8月～9月

にかけて孔子批判，林彪揖判のキャンペー

ンが展開される。これは1974年2月批二二’

孔の運動へと本格化した。1♀74年1d月儒法、

闘争に学ぶ運動へと進展，1975年1月には
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第4期全国人民代表大会が開催され，、この

時に農業，工業，国防，科学技術の四つの

現代化政策が提案された。ζの批林批孔運

動および四つの現代化，とくに科学技術の

現代化という動きの中で；この時期の二二

省の図書館の活動状況は注目すべきであ

る。即ち，甘粛二二州地区図書館協作（協

力）委員会によって，以下のような活動が

くりひろげられた。①マルクス・・レーニ

ン・毛主席の著作を学習し，批林批孔運動

を進めるために数多くQ指導報告を行っ

た。②　反修闘争（修正主義に反対する），

批高批孔運動に関する資料索引を編さんし

’た。，③　工業，農業の生産と科学実験に奉’

遺するため「蘭州地区図書館蔵西文科技期

刊聯合目録」を編直した。このほか，研究

　　　ド者や工轟兵の要望にこたえて，図書館間の

熱気の交流をスムrズにする目的から図書

館間貸二二を発行し，心の地区の二心資料

の検索調査センターの設立の計画がなさ

れ，同時に全国の130余の図書館と資料交

・換の㈱を作つ橘）いう・・1975年8躰三

面批判の運動が起こわた。高直批孔運動や

この水雷伝批判の運動に関しての評価，，論

評等については，今ここではふれないでお

く。．同年9月ツ10月にかけて・第1回農業

は大塞に学ぶ全国会議が開かれた。・1g76年

1月周恩来総理の死去。4月天安門事件』

華国鋒副首相が首相に昇格した。6月に図

書館を反読防修（修正主義に反対し，これ

を防ぐ〉の強力な陣地にするという’見出し『

で，、この時期における図書館の現況を紹介

する記事が出ている。その中で，①　申国

の各種の図書館は，批林批孔運動≧とも’

に，階級闘争，生産闘争科学実験の三大

革命運動に奉仕するため，積極的な活動を

行なっている。例えば，思想を宣伝するた

めに，マルクス・レーニン・毛沢東思想学

習室を開設し，学習講座や指導報告を行

い，．あるいはまた利用者に資料を提供し，’

さらに教材を編集して大衆に貢献し七い

る。②’図書館界は他の関係部門と協力し

て，中国独自の図書分類法と主詞表（シソ

ーラス）を作成したg③　図書館の新建築

や新しい技術設計研究にもかなり成果をあ

げている。．またこの時期全国各都市の街道

（区の下におかれている末端の行政単位）や

農村の図書室が急速な発展をとげておりジ

不完全な統計ながらも総数30万個所にもな

り，業余図書管理員（勤務時間以外に従事：

する）の数は100万名を数える。ζうして

各地に図書流通網が形成されつつあるとの
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
べられている。同年9月毛沢東主席が死去

した。

II－2

　10月6日四人組が逮捕され，同月華首相幽

が主席に就任し，これより華国鋒体制へと

、移行。1976年12．月第』2回農業は大病に学ぶ

三三会議が開ゐ・れている。1977年4月～5

月にかけて，第1回工業は夫慶に学ぶ全国

会議が催された。1977年8．月に中国共産党

第11期全国代表大会が開催され，そこで第

．1次文化大革命の終結が宣言された。1978

年1月には，広東省哲学社会科学学会が全

体（拡大）会議を開ぎ，そこで四人組批判

を行ない，・今年度の工作計画を討議した

が，ここには哲学学会，経済学会，歴史学

会とともζ，図書館学会も含めて専門家，

関係者が300名余り参加したと伝えられて
　　　　　　　　　　　（3）
いる。、また武漢大学図書館学系理論組によ

る「禁書にみる勢州組の愚民政策⊥と題す

る記事は，四人組が革命烈士の伝記や革命

回憶録，現代め革命文芸図書，外国の文学

．作品，蝋管や政治峰町学や歴史研究などに

灯する図書を反動思想であるとかe一毒草，、
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あるいは異端というような名目をつけて読

むことを禁じ，大衆をこうした図書，貴重

な文化遺産から遠ざけたとしている。
　　　　　　　　　（4）

II－3

　　1978年2月～3月にかけて第5期全国人

民代表大会が開かれた。ここにおいて今世

紀中に四つの現代化を実現する政策を推進

することが提示されている。この第1次会

議での華国鋒主席による政府工作報告中

の，「繁栄社会主義科学教育文化事業」の項

では，各種の図書館を発展させ，科学研究

孝広汎な人民大衆に奉仕する図書館網を組

織すると明示されているのである。つづい
　　（5）

て3月Q全国科学大会で，方毅副総理は科

学技術のi振興，科学教育の普及を呼びかけ

るとともに，「全党動員，大弁科学」の項

で，凍のように報告している。．『

　すなわち科学技術情報図書工作の現代化

の実現に努力し8年以内に文献検索センタ

ーとデータバンクを設置，科学技術情報図

書の機械検索網を形成する。また4月の全
　　　　　　　　　　（6）
国教育工作会議において，革篭尭教育部長

tt ﾍ，その報告の中のピ新時期教育戦縷的任

，肇」，「努力実現教学手段的現代化」の項で

P図書資料の充実をはかるとともに図書館建

設鱒力におけす舗と強調して殴・る・

ζれらを受けて，黄恥部論文は，科学文化水

’準を高め，四つの現代化を推進し，我国を偉

’大な社会主義国にするために，図書館の役

割を軽視してはならない。四入組による妨

害はあったがi現在は図書館は解放され，層

皆の希望する図書が読あるようになった。

閲覧時間などもまた延長され大衆に歓迎さ

三三とし鯛総助旧館工作回
する配慮と指導という記事は次のようた述

べる。①　1972年～1975年にかけて，北京

大学と北京図書館の新建築に関レて，病中

であるにも拘らず専門的な助言を何度も与

えた。とくに北京図書館の新館，書庫の増

築については，設計計画を自ら審議し検討

を加えた。・②　我薗の文化遺産を重視し，tt

その散賦することをふせぐため，1975年，

建家文物事業管理尉と対して全国の善奉書

目録を編輯することを指示した。そのほか

③　1973年包1975年，中国図書商口公司に

対して，科学技術発展に役立て，その需要

を満たすべく外国の資料を積極的に輸入す

ることを命じている。こうした諸記事に加
　　　　　　　　（9）
えて，北京大学図書館学系の史永元は，図

書館のネットワークた関する論文を発表し

た。この間広東省で再び哲学社会科学学会
一（10）

聯合会が開かれ，四人組批判が行われた

が，．ここには図書館学会を含む六学会500

曲名が集まった。南京では，全国古塔善本
　　　　　（11）
書総目編輯工作会議が開催され℃いる。こ

｝れは前にもふれた1975年10月，周総理の出

来る限り早い機会に全国の善本の総目録を．

編さんするようにという指示にもとつくも

のであp，ζめπめの機構を常設し，「全

国古籍善本書総目収録範囲」，「全国謹撰善

本書総目分類表」，「全国古諺善本書総目著

録条例」等の規則を決めた。また一方新し

い時期の総任務を実現し，科学研究に責倍

し，・人民大衆に奉仕するという認識のもと

に図書館の役割を自覚し，『この任務を果す

ため，各種図書館間の一一層の協力を強める

必要があり，学術交流を発展させ，工作経

験の交流を行う目的をもつ申国図書館学会

および全国図書館協作（協力）委員会の早

急な設立を決定したとある。1979年に入っ
　　　　　　　（12）
てからは6月に第5期全国人民代表大会第

’　．2次会議が開かれ，ここでも華国鋒主席は

政府工作報告の「積極発展科学教育文化事

業，加速培養建設人材」の項で図書館事業

についてもさらに新しい発展をすべきであ

一一
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るとめべている。7月には山西省太原市で
（13）

図書館学会の成掌大会と科学討論会が開

・催，29，省・市・自給区の図書館学会と北京’

地区の科学研究機関，大学や専門学校の図．

書館学会の代表約200名が参加した。会上，

図書館主作の重点を，四つの現代化た奉仕

し，現代化された図書館網を建設するこ

と，’また図書館学理論研究を発展させるこ、

とkおく，乏いう、3点が提案さPtたd．この

大会で・r中国図書館学会章程」が採択さ・

・れ・．理事長に北京図書餌の劉三三館長が二

三，機関誌として「図書館学三三」が旧刊

，されるピとになつだ。

　また科学討論会で嫁，174篇の学術論文

が発表され，交流討議がなされた6あわ

・せで図書館学関係資料ρ展示も行わ輪と

いう。，

　　このようだ1978年ん79年にかけて，図書’

館に関する報道が非常に多くなり，図書館

界の動きは活発にまた積極的になって来て

いる。その任務役割も更に強く認識され

L（，・機械化の問題に関’しても強力1こ選めら

れるζとが期待ぎれており，他方あわせて

外国の図書館事情の紹介もいくつか見受け

られる。これらについては別にふれる予定

である。「　　　　　　　「閲／

皿

　つぎにこの期間の図書館について，その’

，具体的な活動状況等を種類別にみてゆくこ

、とにする。便宜的に下のように，

1
2
3
4
，
5
6

国立北京図書館・

専門図書館　中国科学院など’

学校の図書館『 蜉w，中学1小学校
公共図書館　省，市，県，区のレベル

都市の街道の図書室

軍隊の図書室

　7．工場の図書室

　8．農村の図書室　人民公社など

　9．書店の図書室

の9種類に分けてこの順にとりあげた。勿

論各種類の図書館が年代毎にバランスよく

掲載されているわけではないし，時期によ

り種類により偏りがあるので，これによっ

て一つのまとまった中国の図書館の全体像

が作りあげられるとか，中国の図書館につ

いて系統的に説明できるとい』っkものでは

ないが，少なくとも；その時代の政治を種

々の形で投影した図書館のあり方，実情の

’一[を例示して部り，あるいはそこから部

分的にでも図書館像をとらえることができ

るのではないかと思われるのである。，

III－1

　国立北京図書館については，1977年以降

の現況が次のように紹介されている。この

ところ北京図書館には，閲覧者が早朝から

開館を待らて来館し，連日満員である。四

つの現代化，‘とくに科学技術の現代化の呼

びかけ’にζたえて，自然科学技術資料の利

用者が増大し，研究機関の研究員は昨年同

期の40％増，貸出冊数は16％増え，部隊や．

政治機関所属の来館者は24％の増加であ

る。さらに，外国の科技関係の期刊閲覧室

e＊20％増えた・また，ここへは全国20余り

の省や市，自治区から研究員や技術員，
　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　つ

教師などがやって来る。青少年のために設

けられた第二閲覧室も忍目満席で，数学や『

．・ ｨ理，化学等の基礎知識に関するもの，初

歩的な科学技術関係の図書が不足するほど

である。ピのような科学技術部門の需要，

閲覧者の要求に応じて閲覧時間を2時間延

長，外国科技関係資料の購入をふやし貸出

図書の範囲を拡げ，同時に自然科学の講

座や外国語新書の展示を行ったり・してい
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　る。一方では，四人組によって長い間閲覧
　s（・15）

禁止になっていた内外の図書がひろく開放

　された。科学技術関係雑誌は3，000種が開

架，社会科学関係は一部の関係部局へまわ

　される図書を除いてすべて閲覧に供されて

’おり，文芸方面では外国文学に関しては，

例えば「ボヴァリー夫人」，「ジャン・クリ

　ストブ」，「戦争と平和」，「アンナ・カレー

　ニナ」，「トム・ソーヤの冒険」，・「アンデル

セン童話集」，「シェークスピア戯曲集」，

　「ドン・キホ己テ」，「神曲」等，日本のも

のでは「坊ちゃん」，「小林多喜二選集」な

　ど各国のものが含まれてい66中国の古典’

文学では，「関漢卿戯曲集」，「花齢集」，「西

痛証」，現代文学では，「屈原」，「子夜」，』

　「雷雨」，「日出」，「酪駝祥子」等である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
このように科学技術の現代化政策に呼応し

tt

ﾄ科技関係資料の充実やその他の各種活動・

による科学研究に対する貢献，四人組後に

大量の内外図書が開放されたととが最近め

・妹況として述べられている6

III－2

潔驚際も藁薦窪癖
漂黙化蘇板映して・1977年以来利用

擁警獣類欝響菜爵
1書勲任務ぽ・科学研究者瞭料を提供
㌻ゼセ7アレンス、・：V“一　・・“スを行・・函内

外ρ科学関係の清船を交換すること，また

．現在77力国の1，　OσO余機関と資料の交換を

．推進y・同時に外国資料の購入をすすめ・

これらの資料の展示会を開催すること等で

、ある。こうした業務の改善をはかるため

　に，利用者，研究者との交流の機会を持ち

　学術討論会や報告会に参加し，さらに自然

　科学分野の各種刊行物を編さんし出版して

　いる。その他総合的なあるいは主題別の書

　目索引を作成，コピrサーどスや外国科学

技術資料の翻訳も積極的に行っている。中∫

、国科学院図書館図書分類法は，すでに自然

科学部門について修訂版が刊行されたが，

現在社会科学部門が印刷中である。このよ
　　　　　　　　　　　　　　（17）
　うな各種業務を通じて，中国科学院図書館

は，三大革命運動に奉仕，科学技術の現代

化，科学部門の利用者に対して貢献してい

るとい5ことである。中国社会科学院（こ：

れ妹1977年5月中国科学院かち哲学社会科

学部が分離独立したもの）については，四

人組批判の座談会を開き，”iρ0余人のエ作
．t

ﾒが出席したこと，長年にわなって蓄積さ

れた研究資料や図書が被害を受け散覚し，、

多くの研究工作が停止したことなどが報告
　　　　　　　　　　　（18）
されている。

II三一3

　学校図書館の記事は，小学，中学，夫学

の例があるので，それを示すと，遼寧省の

向陽小学では，教室の一隅に毛主席思想著

作，革命故事，・，英雄人物連環画（絵ものが

たり），’自然科学知識に関する図書のコー

ナーを設けて，放課後にグループあるいは

網人で借り出レて家へ持ち帰って読めるue　・．

にしている。また広東省の紅旗小学では，
　　　　（19）
教師と生徒が倹約して，最近2，000冊の新

刊書を購入レ，図書館の充実をはかり，ま

‘た生徒たちが自分で切りぬきや製本作業を

したり貸出しを行ったりしている。このよ

うにして生徒の課外読書指導やその活動を

強力にすすあることが，教室内での授業に

も役立っセいるということである。’ R西省
の辮中学羅1図書纈ゐ・5珊余りの
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図書を分類順に排架し，カード目録を作成

するなどして教師と学生が本を探す時間を

省ぎ，新刊書や参考図書が入ると黒板に紹

介し，図書が効率よく利用されるよう作業

を行っている。大学についセは，上海師範：

学院の場轟みると工鋲学生叙して，

積極的に図書の貸出し業務を行い，書評活

動を推進している6これは読んだ本の感想

なり批評を3，000～4，000字位に要約して書

ぎ皆で討論し，それがある程度たまるとあ

づめて発表し，さらに多くの読者の意見を

聞くとy・う：方法で・それによって，マルク

ズ、。レーニン・毛主席思想を正しく理解

し，革命思想を高め；良い図書と悪い図書

を識別する力を養うことができるようにな

る。武漢大学でも広汎な工農兵学生の書評
（22）

グループができ掲示板に書評をまとめて掲

示する。良書を推薦し悪い本を批判し，思

想を宣伝驚批細孔翻嚇期騨
師範学院においては，儒法闘争史を研究

し，、蜘林批孔をすす菊るために閲覧室，資

料室を開設し工農兵牽生に対して資料を提

供するなどのサービろを行っている。この
　　　　　　　　　　　　　　（24）　一
ように学校の図書館といっても，小学校，・

中学校，大学とあるが，tiの図書館という

ものが，課外活動教育の場として考えられ

ており，小学校や中学校では，、図書館は生

徒の手により運営されている場合が多く，

館外貸出をひ6く，積極的に行なって革命

思想を学ばせ，科学知識を身につけさせる。

まだ書評活動により文章を書く能力を高

め，本の内容を分析し正しく理解できたか

を討論し，良書と悪書の区別ができる様に

なるなどの成果を収めているとしている。

HI－4

　公共図書餌の現状については，以下に示

すような例があ・げられる。南京図書館で

は，積極的に三大革命運動，科学研究に奉

仕しているが具体的な活動として，地域の

街道，工場，機関，学校，’科学研究機関に

入って調査をすすめ，図書利用上での皆の

意見を求めて，’業務の改善をはかってい

る。またマルクス・レーニン・毛主席思想

学習室の設立や拡充，思想，科学技術関係

『資料の索引を作り，貸出業務を活発にし，

書評活動や報告会を開いている。天津市人
　　　　　　　　　　　　（25）
．民図書館でもこうした事情は殆んど同じド

で，図書評論活動を行い，工場や農村に行

き図書室設立を援助し，必要な図書資料を

貸出している。また科技関係の資料の展示

会や学術研究成果の交流会を開催するなど’

技術革新，科学研究の向上に貢献するとこ

ちも大きいという。批林批孔運動の時期に
　　　　（26）
おける各図書館の動きについては，福建省

図書館，河南省図書館，訟訴市図書館，上

海図書館の例が報道されており，それによ

れば，工農兵閲覧老のために，マルクス・

レーニン・毛主席の著作に関する参考資料

を提供し，各種テーマの講座を開き読書経・

験の交流をし，’利用者の要望を聞き業務に

役立稀・言忌孔関係酬の切りぬきを

作成し，特輯を編さんし，毛主席思想や批

林批孔運動の資料を工場や農村，部隊へ送

る。六法闘争史の故事を語るという形で皆

にひろめ運動を浸透させてゆく。また展示

tt会や資料紹介を行っている。儒仏闘争に晦
　　　　　　　　　　　（28）
する書目索引を作り指導講座をもつほか，・

図書流動車で270余りの三民公社大隊の図

書室入資料をとどけている。、その他湖北省・
　　　　　　　　　　（29）
図書館や昆明市の区文化館では，それぞれ

農村工場の図書室建立への協力，図書箱を

作って函書を送りとどける，すすんで農村

へ行ぎそこで交流会や指導のための講座を’

催して業余図書管理員の養成をはかってい

酷のことである・編組鞭の講ξし
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ては，上海図書館に所蔵されている1930年

代の図書資料の中に，四人組が魯迅や中国

共産党，革命人物を攻撃したものが保存さ

．れているのを彼らが知り，同図書館の徐三

際にある書庫を封鎖し；またこの事実を知

っている職員に迫害を加えたとある。湖南
　　　　　　　　　　　く31）
省図書館では，四人組によって禁止されて

いた大量の図書が開放され，コピーサービ

ス，閲覧時間の延長等が行われている。同
　　　　　　　　　　　　　　　（32）
じく貴州省図書館でも多くの資料が開放さ

れて，書評活動が盛んになっているとい
　　　　　　　　　　　　　　（33）
う。北京市の各区の公共図書館では，閲覧

時間の延長，．貸出方法の改善，閲覧室の拡

大などにより利賭に歓迎されて脇・こ

のように公共図書館の諸活動が示されてい

るが，こうしたさまざまな役割の．うちで

も，街道や農村，工場，部隊に働きかけて

図書室の設立を三助し，資料を積極的に供

給するという’ことは1その中でも主要なも

のであろうと考えられる。

　　　　　　　　JII－5

　街道の図書室り記載によれば，上海市の

、街道では，休暇で戻って辛ている下郷知識

青物鞘のために・図謙提供してお噛

為長沙富め少年の家では況童の課外活

：勲教育の場の一つとして，閲覧室内に革命

1図書をそなえ，革命故事物語をはなして聞

かせるなどしている。批林批孔運動の時期
　　　　　　　（36）
：4）例では長沙市の街道の報道が比較的詳し

．炉。llg72年の3，4ケ月の間に非常に多くの

街道図書室が作られた。毎日1万人の利用

者があり，地域り青少年に革命教育，革命

思想を宣伝するための良い場所である。ζ

、こでは批林批孔関係資料を畢供し読書会や

革命故事を話す会を開き，下郷した（地方へ’

労働に串ている）知識青年に手紙をかいて，

はげまし，農村に科学技術関係の資料をと

どけるなどの活動をしている。図書の管

理には，専業のものが100人，業余のもの

が，500人，計600人がこれにあたっ．ている

が，この管理員の中には退職労働者もお

り，彼らは旧社会で被支配階級として苦し

んだ経験をもつものであるから，単に図書

の貸出しをするだけでなく，青少年に生き，

た革命の歴史，階級闘争の歴史を教える指

導員の役目も果すことができるのである。
　　　　　　　　　　　　（37）
天津市の街道の場合は；1971年までは91の

街道にわずか1個所しかなかった図書室が

現在90個所に増え，蔵書も38万7，QOO冊を

持つに至っ＃・こρ街道図書室は，街道の

居民委員会や工場その他の場所に，それぞ

れ図書ステーションを実動してそこへ図書

を配っている。これら工場の技術発展，水

準の向上に寄与するたあ，科学技術関係の

資料を増やし，また批林批乳運動関係の回

覧収集しそのための・L一・ナーを設けた

り，学習指導を行ρたりしている。武漢市
　　　　　　　　　　　　　く38）
一の街道でも，しつの中心図書室があり，こ

れに14の図書グループが組織され，毎日1

万冊の図書が読者に閲覧されており，その

他青少年知識青年のkめの指導や座談会を

開くなどの活動をしている。再び天津市で
　　　　　　　　　　（39）
は，全市の工場や学校，街道に図書室が設

立されさらにζれらのほかに800個所の図

書ステーションが設けられた。’農村では生

産大隊に3，000個所近くの図書室が作られ，

これを合計すれば全部で8，900個所余りの、

いわゆる基層図書館が建立されたことにな

る。各種の図書は合わせると1，000万冊を

越え面外姻書館は湘互に協力㈱
を持ち，資料を供給し合い，同時に図書館

員同士の交流も計っている。三大革命運動

に奉仕し，毛主席思想の学習1：革命思想の

高揚に貢献するため，新刊書の展示，書評

活動，批林批孔関係資料を収集，整理，教
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材を編さんして読者に提供し，とくに青少

年の教育の場として重要な役割を持ってい’

るという。
（40）

　　　　　　　　1亙H－6

　軍隊の図書室については，次のような記

事が掲載されている。アルクス．レ」ニ

ン・毛主席著作や政治，歴史，文芸読物な

ど軍隊の兵士を対象とした出版物がかなり

多く刊行され，一いくつもの連隊に図書閲覧

室や流動図書箱が設けられて，革命図書を

閲覧する活動が盛んになって来ている。こ

’れは連隊の文化生活の向上に非常に良い影

響をもたらしている。さらに一層閲覧工作，

塗よりよく行うために，以下の通達が出さ

れて，そζに4項目の要望が記されてい

るρ◎軍隊の訓練，各任務の指導と共に，

革命伝統故事（物語）を話し，・座談会を開

「．V・て読書の経験を出し合う，また政治，文

化について略主題の専門講摩を開催L，．

それらによって継続革命への覚悟，思想建

設をはかる。’②　図書室や流動図書箱を設

置して，公用の図書や雑誌を陳列し，そし’

て保管する。そのほか毛主席著作，軍事，

政治，歴史，哲学，』経済学，膚然科学，技

術関係の図書を広く提供し，またこれは，

地方や辺境の地，海防にたずさわっている

部隊に対しでも配慮されねばならぬ。

③　連隊に配られた資料はすみやかに利用

に供されるようにしなければならない。利’

用規則を作り，整理，管理し，散侠を防ぐ

ようにすべきであるg④　革命思想を高揚、

し，、隊員が悪書を読み，患想が低下するの

『を防止するという内容のもめである。
　　　　（41）

　　　　　　　　．三三耳一7

’工場の図書室に関してもいぐつかの例が

のせられているが，北京第二棉紡績工場で

は，900旧名晴年労働者力畢7の業余読書1

グループを組織して，マルクス・レーニン・

毛主席著作を学習し，閲覧室を開設して，

交代で管理にあたっている。広西壮：族自治
　　　　　　　　　　　（42）
区の機械工場でも，同じく労働者の要望に

よって，ラルクス・レーニン・毛主席著作

や革命文芸作品，新聞や雑誌をそなえた図

書室を設け，週二回夜間と昼休みの時間に

開いて貸出業務を行っており，業余時間が

有効に利用されている。漢冷温鋼工場で
　　　　　　　　　　（43）
は，’革命文芸図書を読み，図書評論グルー

プを作って評論活動を行っている。』この書’

評は座談会で討論され，黒板に発表，ある

．いはまとめて印刷して配られる。

　こうした活動は，革命思想を高揚し：s文

章を書く能力を訓練するのに効果をあげて

いるρまた清江光学儀器工場の場合も，革
羅謙読んで皆で学習会を朧，体験を

話し合う。南通冷温第三工場では，最近，
　　　（45）

マルクス・レ一二γ・毛主席著作やその他

の読みものヵミ，5，000冊余り増加し，雑誌は

40種購入した。』 J働者の業余時間を有効に

活用させるため，常に新刊書紹介を行った，

り，評論活動を盛んにすすめている。
　　　　　　　　　　　　　　（46）
　批忘恩孔運動期の記事として湖南省株洲，

市内のいくつかの工場の実例があるが，d

こでも労働者の手によ『 閧ﾜず図書室が作ら

れている。そこで批点面訴運動に関する図

書の専門閲覧室を設立し，関係資料ぞ）書目

や索引を編さんし，・切り抜きを作成したり

している。また一方では，科学技術にbい

ての資料コーナーを設け，デーマ鋤細し

い技術関係の図書や資料を紹介し，それぞ

れの工場の技術研究の需要に応じて図書を

揃えた．りレて恥る。その他夜間の学校で学

ぶ労働者ρた即『技術関係の資料を与え，

教材の編集等にも協力し，また知識青年の

ために図書を提供している。二丁石油第三
　　　　　　　　　　　（47）
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「工場においても同様に，図書評論や革命物

語を話し，批林批孔関係の資料室を作り，

幻灯を上映したりという活動がくりひちげ

られている。工場の図書室というものは，
　　　　（48）
業余教育の一環として，労働者の余暇の時

間を有益に利用させるのに役立っている。

こうした図書室は，労働者の要望によって

設置されるケー一一スもかなりある。図書の閲

覧，貸出を積極的に行い，図書評論活動を

活発にし，学習会では皆が討論に参加す

る。思想め学習と同時に図書に対する識別

力を養う。またその工場の技術開発や技術

の向上に必要な科学技術関係の資料を購入

し，利用者に供しているのである。

’III－8

　農村の図書室の記事は，1973年～1975年

にかけて多，く紹介されている。その中から

例をいくつか示しそみると，江蘇省の長鳥

大隊では，これまでばちばらになっていた

資料を，皆の力で図書室を開設してから

は，まとめて管理し，人々が図書室で本を

読むようになり，s・読書学習によって知識

を深め，生産を高めるのに役立ってvKる。

　この図書室には，毛主席の著作や各種雑’
『’

潤C連環画，科学技術，政治関係の資料を備

；えており，さらにそれを充実させ，各生産

，1大隊を巡回して貸出しをレてし協。上海市

，．oes隆大隊でも知識青年たちが県の図書館

三や人民公社㊧文化姑（ステーション）が遠

　くて不便なため，自分たちの手で図書室を

1志した。業余心急を副業生産労働に従事

レて・その取入を図書購入費に充ててい

る。図書館ができてから青少年たちは座談

会を開き，読書体験の交流をするなど，余

暇の時間を有効に使っている。広西壮族自
　　　　　　　　　　　　（50）
治区の拉域大隊では，革命図書を増やし，

同時に病虫害予防等農業技術や医療関係図

書を揃えて，皆が大いに利用し，生産活動

の向上，科学知識の普及につとめており，

農村における三大革命運動に貢献してい

る。湖南省新化県では1県の図書館や新華，
（51）

書店などの協力のもとに図書室や流動図書

姑（ステーション）を建立し，革命思想，’

毛主席著作1革命文芸作品，科学知識を学習

させ，書評活動を盛んにし，読書座談会を催

して，大衆や下郷知識青年のために教育の

揚を与える等の濁をしてし庸醜く湖

南省醗空士め例としてまとまつ牟報告があ

るが，それによれば，同省の竹花山大隊で

はこれまで図書室がなく，人々はもて余し

た時間を悪書に親しみ，革命運動にも生産

活動にもこれが悪影響をおよぼしていた。’

1971年冬，14個所に図書室が作られて，そ

こに1，200冊の革命図書を置き，皆が学習tt

するようになつだが，しそうしたことによっ

て革命思想を高めることができ，生産向上．

た貢敵している。、こめ様な経験により農村

図書室の存在意義が認識され，現在県内の

676の生産大隊に5，847の生産隊があるが，

図書室は1，097個所に設けられて，その蔵，

書合計は15万冊余を数える。これは，党委

員会が，県の図書館を主体として，新華書

店や供奉社を参加させ，そこへ人々を組織

して人民公社や生産大隊へ働きかけて，図

書の発行を促し，大衆の学習指導をレて図

書室設立工作を行った結果急速に発展した

ものである。この図書室に，、公社員の住宅

の一窒で1らったり，あるいほ衛生室の一・

隅，場合によっては役所の一室を利用した

りしている。図書ば　①　現在皆がもって

いるものを相互に融通しあう。②公益金

の一部を充てて本を買う。③県の図書館

から借りる。④．青少年の業余時間内労働

の収入を使って購入する。⑤生産大隊と

生産隊の図書室間で交換して莉面する。な
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どの方法で調達している。管理には，業余

管理員がこれに当たり，農閑期には皆が集

まって読書し，農繁期には，個人貸出を主

とするという方式がとられ，図書館の組織

活動は・．．業余（労働時間外）1自　（自発的

自由意志），小型（小規模），多様（一つの

わくにはめないで融通性をもたせる）を原

則としている。実際の活動の主眼として

は，①思想と政治路線教育を組み合わせ，

正しい読書学習を進めるために大衆を組織

する。．②’ ﾇ書と革命故事を話すという方

法を結合して，．思想教育面にこれを拡大し

てゆく。③　学習経験を話し，書評活動を

展開し，悪書を批判し革命思想を宣伝する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（53）
等の点があげられている。河北省遷西県で

は，図書室が農村の文芸宣伝隊と連けいを

持ち，革命歌曲や演しものの参考になる材t

料を提供している6批二丁孔運動め時期に
　　　　　　　（54）
・は，遼寧省。漁村の図書館では，関係図書

・を温し瀦の利用礁してし鵡・’

　吉林省でも批林三二運動に関する読書

会，座談会，報告会を開ぎ，また生産闘争

に役立つ読書活動を行っている。天津市小
　　　　　　　　　　　　　（56）
二二大隊でぱ，儒法闘争に関する資料を閲・

覧者のために積極的に供給し，同時にマル

クス・レーニン・毛主席思想関係の参考書．

目や索引を作成し∫その侮水利や農業技術

関係の図書を増加し，．農業生産の発展に助

力しており，また村の学校に図書kテーシ’

ヨシを設立し，：革命図書を読ませるなどの

：協力をしている。そのほ’かこの運動期間　t
　　　　　　（57）
中，北京市郊区の農村図書工作の指導が強

化されて，マルクス・レーr・ン・毛主席思

’想の宣伝，批二言孔関係図書の購入；批林

下孔運動資料を編さんをし，図書評論活動

をすすめており，科学技術知識を高めるた

・め，．農業技術者やはだしの医者（短期訓練：

を受けた医療従事者），電気技術者割きま

ttｴまな人々が関係資料を利用している。以
　　　　　　　　　　　　　　　（58）
上農村の人民公社め図書室についての報道：

は多いが，ここにあげなかったもめも大体

その内容や活動は上に示した例のいずれか

に該当してい1るようである。なお四人組以

後の記事は現在のところ比較的少ない。

III－9

　図書館に関する記載のうち，学校の図書・

、室に次いで多いのが新華書店とそこに設け

られた図書室についてのものである。ただ

しこれもIg73年～1975年に集中しているの

が特色である。ところでこの書店の図書室

という場合，農村部では，新華書店が供錆・

社（販売協同組合）と協力して，人民公社

や公社内の学校や工場に図書室を設立する

のを援助したというケースが大部分なの

で，これは本来農村の図書室へ入れるべき

ものであろう。しかしここでは新華書店の

活動を中心にして記されているケー・一・’スが多

いのでひとまず書店の図書室の方へ分類し

た。これを都市部と農村部に分けてみてゆ

くと都市部では上海の新華書店が，1973年

5月23日に「延安の文芸座談会における講

話」発表31周忌を記念して書店の一角に閲

覧室を設けた。そこでは1，000冊の図書を．

えらび閲覧者に提供している。また附近の

工場，商店，学校や街道の人々に対して貸

出証を発行して，図書貸出業務も行ってい

るρこの半年に14万人の読者があり，二目

．700人が利用している。これにつづいて上、

海め他の9個所の書店も閲覧，貸出をは’じ

めた。．この’謔､にして新華書店め閲覧室は

・大勢の工農兵読者の読書，学習に便利な条’

件を作り出した。2年の問に閲覧室は各地
　　　　　　（59）
域にひろまって，北京ではすでに800個所，

上海でも大多数の書店が開始し1日15，000

需の図書が貸出されている。天津市では，
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利用者がこの一年セと12万人に達し，これは

天津市人民図書館の年間貸出総人数め約60

％にあたっているという。この閲覧室は

多くの青少年をひきつけ，革命図書を読ま

せ，’D思碧を学習し進歩させるのに効果をあ

・げセし1識。．二二二二運動期には・関係図書

2億冊余りが工農兵向けに発行され，そ

れを閲覧室で読者が借りて読んでいる。ま
　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
た批正乱訴運動の切りぬきをまとめたり，

故事を話す会を開いている。北京市のよう
に，　JHu童を対象に藷熈座談会を催し，

そこで正しい読書指導をしているところも

ある。二方農村における新華書店’ﾆ供皇臣
　（63）

の役割をみると，・人々の要望ぼしたが6て

書店の流動図書供応員といわれる職員が，

交通の不便な農村の人民公社や公社の中の

．学校，工場へ直接図書を運んでゆく。また
　　　　　　　　　　　　　　・（64）
内蒙古自治区の砂漠地帯へもとどけてお

り，これは流動書店ともいわれている。そ
　　　　　　　　　　　　　　　（65）
こで皆がどういう図書資料を必要としてい・

るのかを聞き，話し合い，それによって図

書を発行するための参考にする。実際には

これらの農村では，工業，．農業技術関係書

が人々から非常につよく求められている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（66）
また人民公社の大隊や学校の図書室の開設

に協力して，そこへ図書をとどける。従っ

て農村向けの図書の発行がさらに促進され

’る。しかも学校や大隊の図書室は，下郷知

識青年にとっても，革命理論を学び，盛業

知識を深め，文芸図書を読むというまうに

余暇の時間を有益に使う場所となる。批林
　　　　　　　　　　　　　　（67）
三二運動の時期に関係図書が大量に刊行さ

れて，農村においても大隊の図書室で閲読

され，運動が展開されて行った。その他各

自治区略鴎版の図書た望8矯蔵届

くチベット語〉・蒙文く蒙古語〉，証文くウ

イグル語〉の図書を出版して各地域へとど

け，文化室，読書室を設けてそこで読ませ

る・『読書講座を開く．なごの活動もしてい

る。書店というものが単に図書を発行し，
（69）

店頭で販売するだけでなく，積極的に書店

員が交通の便の悪い僻地ぺ自転車で，ある

いは酪駝の背にのせ，カゴに背お6て皆の

ところまで図書を運搬して行く。・読書会を・

開き，そこで読書指導をするという中で人

々と交流をし，希望されている図書が何で

『あるかを把握して図書刊行の際の参考にし

役立ててゆく。文化を都市にだけ偏在させ

ずに辺境の地にも普及させてゆくという役

目も持っているのであろう。’

rv

　これまでごく大まかに，紙上に報道され

た限りでの各種図書館についてジそのあら

ましをたどって来た。中国文化大革命から

批林批孔，水戸伝批判という運動の経過の

中で，現在から見れば，これが例えある一期

間の動きであったにせよ，図書館もその時

点では，多かれ少かれ影響を受けながらそ

れぞれの時期の政情に対応しだ活動をして

いることが分かる。農村の図書室や街道の

図書室ぽ文化木革命中急速に増加したもφ

であり，書店の函書室もその中で生まれた

新しい形のものであるといえようが，これ

らの図書室では，既存の公共図書館や工場

の図書館，学校の図書館と共に批林回心，

儒法闘争，水濡伝批判など関係資料の収集

や，目録索引，資料集の編さんをし切り

抜きの作成，資料の展示会や座談会，報告

会を行っていた。その後の四入組批判ゐ時

代では，北京図書館や中国科学院，いくつ

かの公共図書館，大学図書館で，禁止本が

公開され，四人組批判に関する月録索引，

切り抜き等を作り，批判の集会を開催した

などの報告があるのはすでにのべてきた通
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りである。しかしその時々のこのような政

治の動静とは別に，この動きを越えたとこ

ろにある図書館の目標，本質的な役割とい

うものも存在しているO．である。継続革命

『をおし進め，階級闘争，生産闘争，科学実

験ρ三大革命をくりひろげる。修正主義に

反対し，人民大衆へ奉仕する。科学文化水’

準を高めるために貢献するとし・うこと，さ

らに農業，工業，国防，科学技術という四

つの現代化，とりわけ科学技術の現代化を

今世紀中に達成することが強調されてお．

り，図書館もまたこうした任務を担ってす

’すむべきであるといわれているのである。

これは図書館の種頚や規模の大小を問わず

基本的にかわらないものであろう。このよ

うなすべての図書館にも共通した項目があ，

る反面，またr方では，それぞれの図書館

のもつ性格なり特色なり，役割分担という

．ものもいくつか出て来る。

　　　　　　　　IV－1

　ζう’した事項をここでちう一度個々に整

理しまとめてみるとJ．①役割，任務とレ

てに，上にのべた目標を実現するために，

マルクス・・レYニン・毛主席思想を学習

させ理解を深め，思想を宣伝する。また科

学技術知識を学ばせその普及に役立て，水

準を高あてゆく。’学校め図書館は学生の課’

外活動のための場であり，工場や農村，街

・道の図書室は青少年，』下郷知識青年，：工農

兵ρ燭の三州育活動の場として・．鞍．

の図書室はs隊員の文化向上の場として，

この平な目的に従っで有効に利用されてい

る。②設立について，このような図書室

が，大学の図書館や公共図書館は別とし

て，小中学校1工場，農村，街道において

は，皆の要求，またはその必要によ6て自

発的に人タの手で設置されている。農村の

場合，人民公社の社員め力で，あるいは公

共図書館，直接たは県の図書館であること

が多いが，それと書店の’協力によって，ま

ず組織が設備に先行して作られるケースが

多々ある。③　資料に関して，備えられて

いるものはマルクk・レ■一一・・ニン・毛主席の著

作であり，革命文芸図書，革命故事物語，連tt

二二であり，また農業，工業技術関係書，

雑誌等である。・とくに工場の図書館の場・

合，その業種により技術発麟に役立？資料

を揃え，農村O図書室では，’農村の医療，

農村技術関係書を収集している。学校図書

館では授業のための参考図書を提供し，さ

らに公共図書館はジこれらの図書館全般の

要望に応じられるものを購入しているので

ある。蔵書の数は，農村や街道の小さな図・

書室の場合200冊とか500冊倖のささやか：

なものから大きいところで5万冊位とい〉）J一一　一

ところもあり，一概にはいえないが，これ

らの資料につV，・ては，業余労働で得た収入

をその買う費用にあてることもあり，種々

な方法で融通し合ってvkる様である。が概

していえば，有機的な各種図書館町を通

じ，図書が相互に供給されることによって

人タは必要な図書を手に入れている。つま

り都市の公共図書館は，工，場，学校，、街

道，農村の人民公社の図書室に巡回文庫を

出して資料をとξける・人民公社の図書室・

は，さらに生産大隊や生産隊め図書館（ズ

テーション）へ本を送るのである。また書

店も図書を積極的に運搬する。ある時は工

場の図書室から街道へ巡回してゆぐことも

あり，こ：うした図書館網により都市や農村

の人々はすみずみにある，あらゆる場所に’

．設げられた図書室あるいは，図書姑から図

書の：貸出しを受けることができるg図書室

の管理には，専任の職員があたっているど

ころもあるが，一般的には業余管理員や退
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職労働者が従事しているところも多い。

④　活動の面では，貸出業務を積極的に行

っているほか，資料自録索引の編さんe．各

・主題の目録，資料集，．切り抜きの作成，夜

間学校の学生のために教材を編集したり’，

資料の展示会や新刊書の紹介，図書評論活’

動をすすめている。学術交流会，論書経験

の交渾会、革命故事を語る会t・報告会学・

習会座談会，討論会各種の講座といっ

た集会を開催逼る。その形式，内容は多少

違うが，いずれにしろこのような会合を開

いて，そこへ人々が集まり，’ ﾇんだ図書を

もとに皆が検討をする。図書館は本を読む

場所であるだけでなく，実践の場でもある

という1ことだろうか。こうした方法で文化

の都市偏在をさけ，層全体の科学文化水準を．

高めてゆくというのであろう。

IV－2

　1978年に入ってから，とくに2月ん3舟1

にに第5期全国人民代表大会が開かれて，

政府工作報告が華国鋒主席により発表さ

れ，3月の全国科学大会での方毅副総理の

報告ジ4月の罪晒尭蓼育部長op全国教育工

作会議における報告が出され，新しい時代

の図書館像，あるべき図書館の姿が示され

ている・ことは前にもすでにふれた。ここで

図書館事業は科学教育文化事業の一つの構

成要素である・という認識のもとに今後の図

書館のあわ方，課題といったものが考えら

れて行かねばならない。上た出さPtte各報

告をとりまとめるな鴎①各翻書餌
を発展させて図書館ネットワークを組織

し，協力体制を強化してゆく。②　図書館

∫建設を強力にすすめ設備の現代化をはか

る。③・各種図書資料の充実q④，科学技

術情報図書工作の現代化，機械化，機械検

索網の形成ということになるだろう。四人

組批判が行われその後西・？の現代化を準

而してゆKという趨り中でいま，図書

館は一層図書館網を強力たひろげてゆき，

図書貸出しの面ばかりではなく，連合目録

の作成などあ協力作業も行なっている。ま

た新しい図書館の建築計画も出され，『外国

の科学技術関係資料の交換や購入，各地で

の展示会の開催，外国の文学三等禁止本の

公開などがなされた。機械化についても，

関係資料の収集につとめ具体化すべく検

討，研究中である。その一方古書籍の整

理，収集，目録の編さんにも着手し，『 ﾃ言
今用，云為濫用の精神は，図書館でもごく

当然のこととして実行されている。1979年

7月には，中国図書館学会の成立大会が開

かれた。その後「四つの現代化建設中にお

ける図書館の地位と役割を充分に重視せ

よ」という論文が発表されて，図書館，蔚

よび図書資料の重要性を説き，中国の図書

館めたち遅れている現状，そして新たな発・

展のための具体的備がそ・こで提示されて

いる。このような情勢の申で，中国の図書

館界は新しい段階を迎えており，総じてい

えぽ，それぞれの図書館がそれなりの立場

’を活かしながら，’全体的には，共通の大き

な目標ρ達成実現に向かって進展しは・じ

めてし・るとみてよいのではないかと思われ

る。1978年後半から1979年にかけてのこの

1年余の問の図書館に関する記事は相当多

く，これについては最初におことわりした

ように，改めて詳しくのべてみた’いので別

の機会にゆずる。
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（63）「書店三三一次座談会」（光明日報“1975．

　　　6．　7）

〈64）「把革命図書送球高山遠郷」湖北省利川県

　　　・新華書店（光明日報　1973．3．4）

〈65）　「沙漠裏的流動書店」－内蒙古自治区新華書、

　　　店（光明日報ユ973．8．24）’、

〈66）「重視農業科技書籍的発行工作」湖北省汚

　　　陽気新華書店（光明日報’1973：・7．16）

・〈67）「回申上下郷知識青年積極輸送革命図書」

　　　紙誌（光明日報　1973．8．24）

　　　「回書送到知識青年手裏」関三新（光明日

　　　幸艮　　1973．8．24）

　　　「方便上山下郷知識青年看書学習　建同県

　　　新華書店繋助社，三豊図書室」（人民日報

　　　1973．　10．　15）

　　　「二二青年一代成長倣好図書供応工作黒

　　　竜江省各地新口書店向上山下郷知識青年

　　　積極輸送革命図書」（光明日報1974．1．9）

（68）　「竜山三新回書三和商業部門，配合三大回

　　　命運動開展図書発行工作」（人民日報

　　　1975．　2．　5）

（69）　「西蔵自治区人民出版社和新華書店，積極

　　　発行四文図書受到熱烈歓迎」（光明日報

　　　1975．　6．　7）

　　　「内蒙胡治区新轄rc，国方鰍把敷
　　　図書発行朝夕区」（光明日報11975．6．ケ）

　　　「新緑維吾爾自治区出車県新華書店，送書

　　＃二方三二吾爾族群衆」（光明日報1975．

　　6．　7）

（70）　「充分重視図書館在四二建設中的地位和作

　　用」（光明日報　1979．11；24）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報（国立国会図書館参考書誌三編）」　15巻

〈中国図書館関係記事目録〉

　　1・この目録ま，’1970年1月～1979年12

月までの10年間，人民日報，光明旧報等に

掲載された中圏の図書館に関する記事を年

月日の順に1排列したものである。・

　2．中国文でかかれたちのに限iz9し，目

．本文のものは除いた。（例：人民中国，北京

周報）

　3・記載事項昂然のとおりである。

・f．記事名P．執筆者名ハ．掲載紙（誌）名

二．掲載年月日　ホ．〈　〉内に地域（省

急減まで）・〔〕内に図書館名あるいは機

，旧名，書店名を補記した。　　　　　・

　4．中国の簡体字は，印刷の都合上，す

’べて日本の略字に統一している。

　5・本目録は，「アジア。アフリカ資料通

）

11号（i　978年2月）で紹介したものに，大

幅な補足を加えたものである。

　6・末尾に欧文雑誌および図書の一一蔀に

収録されk記事で気づいたものを付した。

収録範囲は，’中国文と同じく1970年1月以

降りものに限ったσ（＊印は未見e．※印は図

書であることを示す。）

三二“書店”一記女共産油員李太珍発行

　毛主席著作的先進事　（人民日報1970．

　7．20）〈貴州省松桃苗族自治県〉〔孟渓

　供三社〕’　　　　　　　　　　　．

三好図書館　広東省掲陽県教育革命調査組

　（人民目遣　1976・9・7）〈広東省掲陽県〉，

　〔紅旗小字〕’

四切結合三大革命運動　認真倣好青少年校

　外教育工作一溜毛主席思想占領課外閲・
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　読陣地（人民日報1971．4．15）〈遼寧省’

　三口市〉〔三口市箆七中学〕’

鴨脚学生的校外閲読（人民日報1971．7．7）

　〈遼寧省新金県〉〔向陽小学〕

弁好経書館　為二大革命蓮動服務一南京

　図書館注意転変作風，広涯徴求群衆意見，

　改進管理工作（人民日報1972．4．24）

　〈江蘇省南京市〉

不断崇高路綾闘争覚悟，積極為三大月命運

　動服務一天津∴南京図書館認真三好図

　書主作（光明・日報　1972：4．25）〈天津

　市〉，〈江蘇甲南京市〉

三楽県開展流動図書箱活動一等好農村図

　書工作，古領社会主義文化陣地　新＝楽県

　文化館（光明日報　1972．9．14）＜河北省

　新訳県〉

長紅大隊自力更生弁図書室一一倣好農村図

　書工作，占領社会主義文化陣地　唐早宮

　社革命委，人武部報道組（光明日報1972，

　9．14）〈江蘇省東台県〉

三好図書館認真組織学生自学一社会主義

　大学応当如何弁？　上海師範大学教育革“

　曇声（人民日報1972．11．23）〈上海市〉

・書評是指導閲読的陣形式一社会主義大学

　応当如何弁？　武漢大学図書館（人民日

　報　1972．11．23）’〈湖北省武漢市〉

一個大隊団支部弁的青年図書室（人民日報

　1973．1．13）〈上海市嘉定県〉〔葛隆大隊〕

嘉定県外崩公社葛隆大隊団支部　発動青年

　自力更生弁図書室（光明日報’1973．1．

　18）＜上海市嘉定県＞tt

倣好回城探親知識青年的工作　中共上海市

　普陀区中山北路街道委員会（光明目報

　1973．1．19）〈上海市〉

希望各級領導孤好農村文化工作（光明日報

　1973．1．25）〈広西壮：族自治区〉〔四域大

　隊〕

、歓楽的少年之家（光明日報　1973．1．31）

　〈湖南省長沙市〉

把革命図書送到高山遠郷　湖北省利川県新

　華書店（光明画報　1973．3．4）＜湖北省

　利川県〉・．

北京第二棉紡績晶晶委在高面的領導下　以

　路綾教育為綱開展適合青年特急的活動一

　、一三三二組織団員和青年認真三三学習，

　不断高高階級闘争和路縷闘争覚悟；便

　広大団員；青年政治思想面貌発生了根大

　変化．一年二二〆全廠三三十一名団員加

　入中国共産党，一百多名青年加入共青団

　　（人民日報　1973．3，18）〈北京市〉

江義大隊群衆業余文化生活縞得生気勃勃越

　来越豊富多彩一二社会主義思想占領農

　村的文化陣地、（光明日報　．1973．・3．23）

　〈広東省山鼠県〉　　　　　　　　　　。

西蔵出版発行事業迅速発展（光明面面

　1973418）〈西蔵自治摩〉〔新華書店〕

工廠弁図書室好（人民日報　1973．　4．19）

　〈広西壮志自治区玉林県〉〔玉林鎮機械

　修造廠〕

’r個受到青年歓迎的合作図書室一…一・一一・一一土痴話

幽隊団支部開展業余閲読図書活動的調査報’

　告（光明日報1973．4．19）＜三三省壷関

　県〉

新化県農村普遍建立図書室，活躍回郷幅下

　郷知識青年的文化生活（人民日報1973，

　7。14）〈湖南省新二二〉

譲革命図書二二地占領農村思想文化陣地

　鍾電（光明日報　1973．7．16）

’摸清需要，摘好発行工作　山西省洪山県甘

　亭公社供二二（光明日報　1973．　7．　16）

　〈山西省二二県〉〔楊曲大隊〕

三遍草原為人民達木林（光明日報1973．

　7・16）〈内蒙古自治区正鑛自旗〉〔新華

　書店〕

重視農業科技書籍的発行工作　湖北公論陽

　県新華書店（光明日報　1973．7．16）＜湖．
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　北三三三三〉

三三是急三三農村図書室的？　中国共産党

　酷陵県委員会（紅旗　1973．8）＜湖南省

　酸陵県〉

射陽県新華書店工作人員努力向下郷知識青

　年供応図書（人民日報1973．・8，10）＜江

　蘇省射陽県〉

向上山下郷知識青年積極輸送革命図書　鍾

　聞（光明日報　1973．8。24＞

把書送甥知識青年手裏　閾飛騨（光明日報

　1973．8．24）〈福建省郡武県〉〔内山明旦

　社〕

回想連隊旧慣忙’方秀斌（光明日報1973．

　8．24）〈黒竜江省〉〔新華書店〕

関心青年一代的成長　閻文形・（光明日＄R’・

　1973．8．24）〈陳西省延安県〉〔新華書店〕

沙漠裏的流動書店　内蒙古自治区新華書店

　（光明日報1973．8．24）〈内蒙古自治区〉

開展業余学習　：豊富文化生活一玉林三三

　田公社各大隊創弁図書室書様知識青年熱

　烈歓迎（光明日報，1973・8・28）＜広西壮

　族自治区玉林県〉

方便上山下郷知識青年看書学習，’耳蝉県新

　華書店醤助社，隊弁図書室（人民日‘報

　1973．101　・15）＜福建省建甑県＞

」教育青少年的好場所7瀬南省長沙市街道．

　図書室調査　湖南省長沙市文化局（光明

　日報　1973．10．17）＜湖南省長沙市＞
　　i　　　　　　］

福建省図書館三三三好図書管理主作，積極

　為看書学習下等林整風運動服務（光明日

　報　1973．11．5）〈福建省福州市〉，

福建省図書館職工四脚看書学習提回路縷掌．

　悟，摘好闘筆管理工作為深林整風服務

　　（人民日報、197341・10）＜福建省三州

　市〉

馬口早文化肝管児童弁図書室（人民日報

　1973．1146）〈湖北省三川県〉

山根大隊自力更生弁図書室ゴ組織社員認真

　読書一三社会主義思想占領農村文化陣

　地（人民日報’　1973，11．カ）＜広東省広

　寧県〉・

漢陽軋鋼廠党委組織青年論人，積極閲読和

　評論革命図書一門社会主義思想占領農

　村文化陣地（人民日報　1973．11．17）

　〈湖北省武漢市〉

山根大隊堅持勤倹節約原則努力弁好図書室

　一用革命図書占領農村文化陣地（光明

　日報　1973．11．17）〈広東省広寧県〉

漢陽円型廠積極組織青年肝木開展図書閲読

　和評論活動，更野地発揮革命文芸的戦闘

　作用一六個主要車間都三三図書評論少

　組，許多科，室也有図書評論員（光明日

　報　1973．11．17）〈湖北省武漢市〉

臨平地区新華書店以批林整風為綱，切実敬

　好農村図書発行工作一群革命図書占領

　農村思想文化陣地（光明日報　1973．12．

　5）〈山西省臨前衿，洪洞県，裏蓼酢〉

充分発揮革命図書再主大革命運動中的弓tt

　用，．遷西県漁戸塞公社隊隊弁起図書室

　（光明日報19プ3．ユ2，5）〈河北省遷西県〉

江蘇省清江光学儀器廠団員和青年在闘争巾

’生気勃勃一用無産階級思想占領青年業

　余陣地（人民日報　1973・12・12）＜江蘇

省清江市〉

図書管理員（人民日報　1973．’12．12）＜吉

　林省三旬県〉

一個受群衆歓迎的農村図書室一用社会主

　義思想占領農村文化陣．地（人民日報

　1973．12．22）＜新彊維吾爾自治区塔城

「県〉

積極開展講革命故事的活動一二社会主義

　思想占領農村文化陣地（人民日報1973．

　12．22）〈四川省温江県〉

三好文化室，占領農村文化陣地　江蘇省泰

　興県河失公社河頭大隊党支部（人民日報

．1973．12．23）〈江蘇省泰興県〉・一
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　　　　　　　’

旧懐青年一代成長，三好図書供応工作一

　黒竜江省各地新華書店向上山下郷知識青

　年積極輸送革命図書（光明日報1974．1．

　9）〈黒竜江省〉

加強党的領導，牢固地占領農村文化陣地

　中共葡県下倉公社委員会（光明日報

　1974］　1．9）〈天津市訳出〉

欝東南苗族三族自治州四強農村図書発行工

　作一用社会主i義文化占領農村陣地（人

　民日報1974．1．13）＜貴州省勲東南苗：族

　伺族自治州〉〔新華書店〕

依集群衆活躍農村文化生活一用品会式義

　思想占領農村陣地（人民日報1974．1．15）

　〈湖南省新化県〉て孟公大隊〕

三更多的革命図書送到農村一一・一一丁用社会主義

　思占領農村陣地（人民日報　1974．1．15）

　〈北京二二淀区〉〔海淀区文化館〕

新金県建立文化室，図書室和業余文芸宣伝

　wa一＝三三階級闘争開展革命文化活動

　（人民日報　1974．1：17）＜遼寧省新金

　県〉

義烏県農村文化追越弁越好（人民日報

　1974．　1．　28）〈漸江省義烏県〉

南通二品三二職工業余文化生活活躍（光明

　日報11974，2．9）〈江蘇省南通市〉

広東省高州県東岸公社弁好農村文化室一

　用革命的新思想新文化占領農村陣地（光

　明日報　1974．2．15）〈広東省高州県〉

河南省方城県委加強対：農村文化工作的領導

　一全県群衆性業余文芸活動蓬勃開展

　（光明日報　1974．2．15）〈河南省方城

　県〉

三二借書上書業務深受読者歓迎一上海市

　新華書店一宇門市部熱情完工農兵服務

　（光明日報　1974．2．20）＜上海市＞

1三無農兵読者提供看書学習三条三一T一一上晦

　論証華書店一些門市部開弁借書租書業

　務，受話読者歓迎（人民日報1974．2二21）

　〈上海市〉

積極向工農兵群衆発行批林批孔図書一全

　国各地新華書店近一個月来発行三訂三三

　毒断図書両蓋総工費到広大工農兵群衆和

　知識青年的歓迎（光明日報　1974．3．3）

小島漁村的図書館（人民目報　、1974．6．2）

　〈遼寧省旅白市〉

天津市街道図書館迅速発展一用無産階級．

　思想占領城市思想文化陣地く光明日報

　1974．6．12）〈天津市〉

熱情為工農兵深入吐血批難服務一河南省

　図書館和混化市図書館積極開展図書資料

　工作受到歓迎（光明日報　1974．8，29）

　〈河南省歯面市〉，〈吉林省通化市〉

図書管理員一二社会主i義占領農村思想文

　化陣地的生三軍（入民日報1974．11．23）

　〈上海市川沙県〉〔東風大隊〕

上海図書館適応闘争需要　采取多種措二方

　便三農兵読者一充分利用図書資料，積

　二二批林二二服務（光明自記　1974．i2．

　13）〈上海市〉

北京市二二区図書館面向基層協助五・七

　農民政治学校建立図書閲覧室一回分利

　用図書資料，積極為批直心孔服務（光明

　二二　1974．12．13）〈北京市海淀区〉．

遼寧師範学院図書館実行開門心血　画工農

・兵理論隊伍官林批点服務（光明日報

　1975．1．8）〈遼寧省〉

走遍村村雲塞　発行革命図書、李太珍（光

　明，日報1975．1．14）＜貴州省松桃苗族自

　治県〉〔孟渓供鋪社〕

永善県新華書店和商業部門緊密配合，努力

　倣好図書発行工作（人民日幸艮　・・197与．2．1）．

　＜雲南省永善県＞　　　tt

竜山県新華書店和商業部門，配合三大革命，

　運動開展図書発行工作（人民目窪1975．

　2．5）〈湖南省竜山県〉

撫順石油零話積極弁好職工図書館，開展図
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　書評三等活動一三無産階級思想占領工

』廠業余文化陣地（人民日報　1975．2．21）

　〈遼寧省撫順市〉

仙陽公社根孤意識形態領域裏的革命一面

　社会主義占領農村思想文化陣地（人民日

　報　1975．2．26）〈上海謝金山県〉

認真星好墨村図書肇行工作一通滑県新華

’書店為適応廊下中農需要（人民目報

　1975，3．20）〈甘粛省繭紬県〉

通滑県新華書店重宝倣好図書発行工作T一一’一

　適応貧下中農学習理論深入批林細孔需要

　（光明日報　1975，3．2ρ）＜甘三省通滑

　県〉

河北覇県勝芳公社中学開展編講革命故事運

　動一用社会主義占領農村思想文化陣地

（輝日報・975・　3二　2・）〈洵北省覇県〉

図書室謹呈闘争一曲社会主義園主占領農

　村陣地・（人民日報　1975．4．1）＜吉林省

樺七曲〉

社会主義図書組占領思想文化陣地一癌化

　街上的九件新事（8）〈光明日…報1975．4・4）

　〈湖北省武漢市〉

各地新華書店供昌昌開展租主筆閲工作一

．用革命図書占領愚想文化陣地（人民日報

　1975．　4．　13）

充分発揮革命図書山彙大作用一小藤壷大

　隊図書室三三三好（人民日報　1975．5．

　20）〈天津市宝船県〉

切実瓠好図書工作鄭文（人民日報1975．

　5．20）〈天津市宝抵県〉

充分発揮革命図書作用，積極韓助群衆回書

　学習一世地下華書店，供錆社積極開展．

　重書和藩翰図書工作，為拡大城郷社熱雷

　義思想文化陣地，・為輩固無産階級専政貢

　献力量（光明日報　1975・6・7）一

西蔵自治区人民出版社和新華書店，積極発

　行蔵文図書受血熱烈歓迎一積極三好少

　数民族文字図書・発行類意’（光明日報

　1975．6．7）〈西蔵自治区〉

内蒙古自治区新華書店，面心百計把蒙文図

　書発行三面区一積極倣好少数民族支字

　図書発行工作（光明日報　1975．6・．7）・

　〈内蒙古自治区〉’

新墓維両面自治区出車県新華書店送書上

　門，方便維吾士族群衆一積極出好少数：

　民族文字図書発行工作（光明日報1975．

　6．7）〈新彊記二二自治区庫車県〉

人民出版社等部門最近又出版一団農村版図

　書一積三三知識青年七三理論創造条件

　（光明日報　1975．6．7）『

流動租書好一湖北旧態安県孟渓区供錆社

　流動自書的調査（光明日報　1975．6．7）

　〈湖北省公安県〉’

書：店卸的一次座談会（光明日報1975．6．7）

　〈北京市懐柔県〉〔新華書店〕

新高島島繭自治区図書館開展群衆性書評活

　動（光明日報　1975・7・7）〈新彊維吾画

伯治区〉

西蔵自治区定日三新華書店建立流動書店為

　農牧民服務（光明日報　1975．7．7）＜西

　蔵自治区定自県＞tt

広西壮：族自治区臨池地区召開農村図書発行

　主作経験交流会（光明日報’1975．7．7）

　〈広西壮族自治区河池県〉

昆明温色渡区文化館田図書土留的重点点在

　農村（光明日幸艮　1975・　7・　7）〈雲南三三

　明市〉

豆州地区図書館自作委員会開展図書面作活

　動．（光明日報．1975・7・7）＜甘粛省三州

市〉・

在図書閲読陣地上一湖南省嬉戯市工廠図

　書室見聞（人民日報　1975．7．12）＜湖南

　省株洲市〉

農村図書室威力大一北京郊区農村図書室

　的調査　首都図書館，北京大学中文系聯

合調査組（光明日報　1975・7・23）＜北京．
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　市〉
天津第一二号廠開展群衆文化活動取得顕著

　成：四一用無産階級思想占領工廠思想文

　化陣地（光明白報　1975．7．23）＜天津

　市〉
一美四阿塗大学東亜図書館長訪華二二港　郭

　成巣談中国図書館現状’宇文正（大公報

　1975．9．19）〔北京図書館その他i

天津市基層隅書館弁得fi一一一＝全市已弁三八

　千九百多個基層図書館（室），二二伝馬列．

　主義毛沢東思想，警固無産階級専政，

　発揮了積極作用（人民目報　1975．10．9）

　〈天津市〉

麻陽潤和什那県新華書店職工積極送書下郷

　一扇革命図書占領農村文化陣地（光明

　日報　1975・10・24）〈湖南省麻陽県〉，・

　〈四川省町営県〉

送書上門（光明目報　1975．10．　24）〈陳西

　甲府谷県〉亡新華書店〕

解放軍総政治部向全軍発出通知一以階級

　闘争為綱倣好連隊図書閲覧コ≧作（光明日

　報1975．12．13）』

三民解放軍営政治部最近向全軍発出通知一

　一聯階級闘争為綱倣好連隊図書閲覧工伶

　　（人民日報　1975．12．13）

把図書館弁成反修辞修学強堅陣地丁丁図

　　（光明日報　1976・6．5）

湖北省図書館積極為工農兵理論隊伍服務

　（人民日報　1976，6．18）〈湖北省武漢1

　市〉　　　　　　　ゴ　　　　・

昔陽県農村文化陣地的変革（光明日報

　1976．8；1）〈山西省昔陽県〉’　．1

儲刀背上的書店　前哨，二藍（光明日報

　1976・9・7）〈新門門吾爾自治区〉〔新華

蒼X〕

一個老反革命的自供状　評張扇橋三十年代

　中期的黒作品一徹底掲発批判王張江銚

，反党集団　吉林省図書館大批判組（三明

　　日払艮　1976．11．22）

罪悪歴史掩蓋不了　残酷迫害也是徒労一一：一一

　上海図書館工作人員憤怒控訴“四人揖”

　為了掩蓋論評橋，江青在三十年代反共反

　人民革命的老底，大摘自色恐怖，癒狂鎮圧、

　革命群衆的三田（人民日報’1977．3．2）

　〈上海市〉

，把“`人蓄”的罪悪歴史暴露在光天化日之

　下一上海図書館土作人員憤怒控訴・・四

　人轄”妄図掩蓋某反革命歴史，偏狂鎮圧

　群衆的酒天罪行（光明日報　1977．3．2）

　〈上海市〉・．

斥所謂江青“開創了無産階級文芸的新紀元？

　国家出版局版本図書館批判組（人民日報

　1977．　3．　3）’

北京図書館裏的新無象（光明日報　1977．

　10．10）〈北京市〉・’

従馬克二三図書館的“脚　”説起梁総出

　（人民日報，1977，11．2）

図書エ作為提高教学質量服務（光明日報

　1977・11，10）〈山西省i新註県〉〔i新緯中

　学〕

一切為違憲研ag一・me－L一中国画学院図書館

　紀事（光明日報　1977．11．23）〈北京市〉’

以実際行動迎接科研工作新的大躍進　中国

　科学院図書館（光明日報　1977．12．28）

　〈北京市〉

狼批“四人韓”文化専制主義，，“文芸黒綾

　専政”論　北京図書館開放大批中外図書

　（人民日報　1978．1．7）〈北京市〉

広東省哲学社会科学学会聯合会挙行全体

　（拡大）会議（入民日報　1978．1，21）

　〈広東省〉

経国務院批准，教育部発出通知噛決定黙許

　甲弁好一批重点中小学（光明日報1978．

　1．　25）

教育部決定在全国弁好r批重点中小学（人

　三日幸艮　1978．1．25）
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従禁鋼図書看“四人蓄”・的愚民政策　武漢

　大学図書館学系理論組（人民日報1978．

　2．4）

粛清“四人置”流毒発展哲学社会科学一

　中国社会科学院挙行座談会，葱怒批判
’“

l人常”炮制“両個佑計”三訂哲学社会

　科学主作者，、破壊理論学術戦縷的罪行，

　会皐対発展哲学社会科学提出許多積極建

　　　　　　　　　　ヒ　議『（人民、日報1978．　3．2）〈北京市〉

団結起来，為建設社会主蓉的現代化強国而

　奮闘一一九七八年二月二十六日在第五

　届全国人民代表大会第一次会議上的政府

　工作早引告、華国鋒（人民日報．1978・　3・7）

団結起臥，・為建設社会主義的現代化強国而

　奮闘一一九七八年二月；十六日在第五

　届全国人民代表大会第一次会議上的政府

・．工作報告華国鋒（光開日報1978・3・7）

臣事批「四人常」為綱木力開展群衆文化活

　動　文化雄志開全国群衆文化工作「学年

　塞，赴昔陽」経験交流現場会一陳平幕

　副総理出席了開幕式井観看了王権街頭文

　芸帯出和灯火円行（光明日報　197S．3．

　24）〈山西省翠雲県〉〔大野大隊〕

在全国科学的会上的報告「一九七八年三月

　十八日（摘要）方i毅（人民日報　1978・

’3．29）『

’在全国科学大会上的報告　一九七八年三月

　十八日（摘要）方i毅、（光明日韓1978・

　・3．29）

湖南省図書館開放呪禁指樽図書（人民日報

　ユ978．4．7）〈湖南省長沙市〉

北京挙弁外国科技図書展覧会受粉熱烈歓迎

　　（人民日報　1978．4．8）〈北京市〉〔中

　国図書進口公司〕

科技後三兵的一次盛挙τ記外国科技図書

　展覧会（光明日、報　1978．4．8）〈北京市〉

’　・〔中国図書進口公司〕

、従撮記二二到門庭若市　路遙（人民日報、

　1978．　4．　9）

・図書館工作要脚上形勢　王忠景（人民日報

　’ユ978．4．12）〈広東省紹関市〉〔紹関市図

　書館〕．

貴州省図書館建立読者群書隊伍一発動群

　衆分析鑑別　加速開放図書（光明日報

　1978，4．15）〈貴州省貴陽市〉

信任，鼓励和鞭策一憶周総理対図書館工

　作的関懐和教謳　中国科学院図書館　辛

　桐（光明日報’1978，4．17）

広東省哲学社会科学学会聯合三三開大会

　深入掲批“四人常”破壊理論戦縷的罪行

　　（人民日報　1978．4L　24）〈広東省〉

広東省哲学社会科学学会聯合会掲批“四人

　蓄”破壊理論戦縷的罪行　決心正本清源：

　擾乱反正粛清“四人耕”流毒和影響一

　歴史学会的同志三会上批判広東省某教授

　単射史学一く光明日報1978・4・24）＜広「

　東省〉

遼寧教育戦機掲批「四人掛4闘争的又「勝

　利一藩三農学院三三大会慶祝学院恢復

　和新生開学（光明日報1978．4．29）＜遼1

　寧省藩陽市〉

図書館大有潜力虫唾一北京市公共図書館

　見聞（人民日報，1978．5．6＞〈北京市〉

熱心的「管理課」熊継嗣（光明日報1978．

　5．，14）

従陣寧一張借書便箋聯想動的　呉梅畠（人

　民南幸艮　1978．5．18）

従列寧重視図書館朝起　黄舎三一（光明日報

　　i978．　5．　18）・

’発揚“五四”光栄伝統繁栄社会主義科学

　文化一北京大学挙行“主四”科学討論

　　会（光明日報1978．5．20）〈北京市〉

　「我個開闊了眼界・噌長了見識」国内外科

　　技資料展覧在箇旧市三三三三各：族群衆歓

　　迎（光明日報　1978．5．29）＜雲南省箇旧

　　市〉〔中国科学技術情報研究所〕’tt－　ttt
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継三三来．古三三用一全国三三善本三三

　目編輯工作回議在南京挙行　三三（三明

　日報　1978．6．　9）〈江蘇省南京市〉

在全国教育工作会議上的報告　一九七八年

　四月二十二日（摘要）　劉西尭（光明日

　幸艮　　1978．6．11）．

二半全国教育工作会議上的報告　’九七八年

　四月二十i日（摘要）　三三尭（人民日

　幸艮　　1978．6．12）

瓠緊師資培養工作是当務之急　湖北省教育

　局（光明日報　1978．6・24）〈湖北省〉

図書館的自動化秦鉄脚（光明日報1978．’

　7．　5）

促進図書資料工作的開展一図自大学表揚

　為教学和国研服務的先進人物（光明日報

　1978．7。6）〈上海市〉，

，要有喜多這様的科研磨勤兵（舞評）　（光明

　日報　1978．7．6）〈上海市〉〔無血大学〕

切実解決学生学習生活中的困難一上海師

　大努力為走読生創造良好学習条件（光明，

　日．＄R1978・7・12）〈上海市〉

潅北市図書館工作為虫歯躁面上形勢？（光

　明日報1978．7．13）〈安徽省准北市〉

為群衆学習科学文化服務（短評）　（光明日

圃報　1978．，7・．13）〈安徽省准北市〉，

経党中央，国務院批准中國人民大学正式恢

　復（光明日報　1978．・7．14）〈北京市〉

済南市各回小学普遍開展三三営活動　趙顕

　坤（光明日報　1978．7．20）＜山東省済

　南市〉

上海市教育局認真組織球小学生暑仮活動

　朱維柄（光明目報1978．7．20）〈上海

　市〉

吉林省哲学社会科学学会聯合会恢復活動　　・

　　（光明目報　1978・7・　29）〈吉林省〉

這個科技書展弁得好　戚回訓機華車輔技術

　図書館通告組（光明日報　1978．8L5）

　〈江蘇省常州市〉

教育部三三全国高等三校文科教学座談会一

　〒制定教学方案，整頓四強文科教学（光

　明日報1978．8．　9）

英国情報封書工作現代撞飼鳥鰍　呉昌功

　（光明日報　1978．8．16）

充分発揮：図書資料三教学科研中旧作痢一一T一

　教育部発出通知，要求豊強高等学校図書

　館，資料室的建設（光明日報1978．9．19）

毛沢東同志六十年前在北京的：革命活動伊

　雲（光明日報1978．9．20）

遼寧省図書館開放中外科無向刊一権受科

　研単位和広大読者的歓迎・（光明日報

　1978．9．26）〈遼寧省藩陽市〉

為教学，生産和科研服務一佳木斯農機学

　院努力弁好図書館（光明日報　1978・9・

26）、〈黒竜江省佳木斯市〉

論我国図書情報検索的現代化問題　三栄

　（武漢大学学報　哲学社会科学版　1978

　－5，　1978．　9）

武漢大学積極開展各種学術活動一如曲学

　術空気，繁栄科学研究　呉高福（光明日

　報　1978．　10．1）〈湖北省武漢市〉

不要用公立重書訂報発給個人　張笑一，李

　成歯（人民日報　1978．・　10．　9）

三面方便之門　邸楓（光明日報　1978．10．

　・10）　’

南無拉夫的成人教育高力（光明日報

　1978・．　10．　12）．

担「死資料ゴ変成「活資料」一合甘露科

　技情報所開展科技資料巡回服務工作取得

　好効果（光明日報　1978．　10．18）＜安徽

　省合肥市〉

可貴的難癖精神（短評）（光明日報　1978・

．10・18）〈安徽省合肥市〉〔科学技術情

　報研究所〕

図書館礼贅呉歌（人民日報1978．10．29）

哲学社会科学王権快実現四化服務（人民日

　幸母　　1978．11。4）
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　哲学社会科学三三実現四個現代化服as一一

　　我国社会科学工作者三三制定全国哲学社

　　会科学発展規劃（光明日報　1978．11．4）

　教学与科研的好助手一意三農学院図書館

　　見聞　戴慧支（光明日報「1978．11．8）

　．〈比良省西安市〉

　復旦大学党三遠取切実措立憲揚昆主一民

　　主肇灘党風学風校風為之煙
　　（光明日報、1978．11：8）〈上海市〉’

　黒竜江八一農二大学自力学生拡建校舎一

　適応教育事業的発展加強学校建設（光明　．

　　日報1978．i1．9）〈黒竜江省〉

　海南行政区教育三三三重三中学校長座談会

　　一鼻取有力措施、弁好重点中学　短点

　　震（光明日報　1978．11．11）〈広東省〉

　北京図書館向布加勒三三図書館贈書・〈光明

　　日報　1978．11．11）〈北京市〉

　漏壷鋼用在刀刃上（光明日報　1978．11．15）

　　〈四川省〉

　天安門“四五”’運動的詩文t．図冊，史料等・

　　混信出版（光明日報　1978．11．23）＜北

　　京市〉〔哲学研究所図書資料室等〕

　潭州市積極帰還被占用的工人療養院和工人．

　，倶楽部（人民日報　1978，11．27）＜福建

　・省画州市〉

　長征路上湛新歩一出陳西省農林科学院

　　恵金i義（光明日報　1978・nβ0）＜陳西

　　省〉

　大連工学院聰請図書采購顧問（光明日報

。，1978。11．30）〈遼寧省超大市〉

、重慶大学新建一座図書館（光明日報1978．

　　11．30）〈四川省重慶市〉

三農図書現代化噸究蹄時期幽玄学白粥一

　　重：大素質一黄宗忠他（武漢大学学報　哲

　　学社会科学版　1978．一6，1978・11）

　努力為教学科研服務一壷安交通大図書館

　・感恩改進工作（光明日報　1978．12．2）．

　　〈陳西省西安市〉

三教学科研三橋回路的弓一記西北農学院

　図書資料三三事　　李志岐（光明回報

　1978．　12．　2＞〈陳西省西安市〉

昌泰羽書一瞥王農（光明日報ユ978．12．’　3）

　〈北京市〉〔薪華書店〕

八三二〇二部隊積極退還校舎安徽農学轟轟

　回原三三三三（人民日報11978．12．6）

　〈安徽省合三巴市〉

落実民族政策　加強士民実大団結一国家

　民委系統広大幹部群衆密切盛系実際，掲

　批林彪，“四人揖”破壊民族団結，取消民

　族工作的出行（人民日報　斗978・12・9）．

三国未来的超三型大学て光明日報　1978．

　12．　21）

為促進農業高速発展当好参謀一二遠県新

　華書店農業科技書発行工作越徹三三　苗幽

　糸田（光明日報　1979．1．5）＜山東省招

　遠雷〉

後面工作出色　三生幹回倍増一株洲三三

　路機械学校二七切実関心群衆生活福利

　　（光明日報　1979．1．7）〈湖南省株洲

　市〉

執信中学図書館積極為教学服務一三学校

　工作的重点転移到教学方面来（光明日報

　1979．1．13）＜広東省広州市＞t一

画帳簿建九個外国教材中心図書室一大か

　引進　充分利用　服務教学（光明日報

　1979．　1．　17）

・回書情報工作必須走在官研工作的前面7

　中国科学院為開函書済報土作会議（光明

　日報’1979．1．18）〈北京市〉

重視和加強図書時報工作，（短評）　（光明’日

　報’1979・1・18）〈北京市〉〔中国科学

　陶
教育部，財政部作出規定一関子中小学勤

　工非学収益納税，分配使用問題（光明日

　“R　．　1979．　1：　20）

要按“両個中心”的要求弁好大学唐三三
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　　（光明日報　1979．2．1）．

’武漢地区高等三校成立図書館旧作委員会

　（光明日報　1979．2．6）〈湖北省武漢市〉

建響町図書館積極清理和州購古籍書（光明

　日報　1979．2．7）〈福建省建願県〉

把軍書収讐工作迅速恢復空戦　下野（光明

　，月月艮　1979．　2．7）

把高校書成教育和科郷中心一国家三三，

　教育部，農林部聯合召開全国高校科研工

　作会議，総結正反両方面経験，・弄清路綾

　是非，討論工作着重点的転移（人民日報

　1979，　2．　8）

三十教育単子是非　解放思想大幹七化一’

　全国高校科研工作会議強調重点高校要真・

　正軽四両個中心（光明日報　1979・・2・8）

対高等教育工作的十点建議　張健（光明日

報1979・．2・14）’ H　一．

人尽其才　各得其所一天津市工業自動化

　儀表研究所「定人員」工作調査　三三恭

　　（光明日報　1979：・2．20）〈天津市〉

現代化館田本大学図書館　魏竜泉（光明日

　幸艮　　197g．・2．22）

建議把培養師資営為培養人才的重点　季友

　芝（光明日報一lg79．　3．　7）

農民迫塊需要改善文化生活tt李成下（人民

　日報　1979・・3．・11）〈貴州省貴陽市〉

党委領導：必須把主要精力転墨黒学科研上来

　一山東大学半開学術委員会拡大会議，

　就学校4作重点転移問題聴取意見（光明

　日報　1979．3．14）〈山東省済南市〉

参加全国医学図書館工作会議代表提出必須

　重視医学図書館工作努力為教学科研医療

　服務（光明日報　1979．3．17）

〈郭沫旧著訳書目〉即将出版三三三三沫若．

　著作提供重要資料’肖斌如（文涯報

　1979．3．17）〈上海市〉〔上海図書館〕

冒雨借図書（文學報　197g．3．20）＜河北’

　省〉〔北戴河区文化館図書室」

萢三和天一閣蔵書楼　王欣栄（光明日報・

　1979．3．21）〈三江省寧波市〉

〈中華文史論叢〉発表下野論著和書札（人

　民日報1979・3・23），〈上海市〉〔上海図

　書館〕

山西省発見宋，遼，金野書籍　山西省古籍

　善本編目弁公室（人民日報　1979．3．29）

　〈山西省太原市，郡県〉〔山西省国書

　館，山西省郡県図書館〕

別再用灘派弁法讐書下　棋子旗（光明日報

、1979．3．30）〈山西省黎城県〉〔新下書’

　店ユ

把図書供応到農業第一縷　三乗林（光明日

　報1979．3．30）〈湖南省那陽県〉〔新華

　書店〕

回天技人員歓迎的書店　楼家駿（光明日報

　1979．3．30）〈甘：粛省蘭州市〉

“侵呑”書軸的現象応酬制止辛山（人民日

　朝寒　　1979．3．31）

李大暑与我国現代図書館事業　図書館学系．

　図書館（上海師範大学学報・哲学社会科

　学版　1979－3）

充分利用図書資料為楽化服務一首都図書

　館，北京市科技情報所聯合開設閲覧室

　（光明日報　1979．4．3）〈北京市〉

九大城市外国科技書展円満結束一一三三三層

　間口接待参観者約六十万人次　魏竜泉

　（う旨明日幸艮　　1979．4．3）

在学校領導和三生三三共同努力下　本三三

　大学分校順利開展教学］作　肖学金（文

　涯報　1979．4．3）〈上海市〉

華北電力学院与電科院聯合成立研究生部

　許作民，朱長宝（光明日報　1979．4．4）幽

　く北京市〉

中学取消教師坐班制好処多　張朝陽（光明

　日報「1979．4．6）〈北京市〉〔北京図書館〕

制止損壊図書的不道徳行為（文涯報1979．

　4．8）〈上海市〉〔上海師範学院図書館〕
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’上海図書館適応工作着重点的転移一緊密

　聯三三三和生産実際挙弁講座　三乗良

　　（文罪報　1979．4．18）〈上海市〉

大学図書館工作急甲唄上　陳本林，即自強

　　（文尊報　1979．4．21）〈上海市〉

呉文俊三景潤結束在千国的研究和三冠活動

　一軍景潤在最小素数的研究方面又取得

　新進展（人民弓報　1979．4．29）

回申需要文化生活　苗禾，質国慶（人民日

　報　1979．4．30）〈湖北省〉

束鹿県図書館在農村開展流動図書箱活動

　（人民日報　1979．5．1）〈河北省束鹿県〉

上海図書館剥取各種措施為読者服務（人民

　月報，1979．5．1）〈上海市〉

藩中市青少年校外活動生動活濃（人民日報、

　1979．5．2）〈遼寧省健闘市〉

’学習先烈精神三三歴史：重任　北京大学図書

　姫蜂系七七級団支部（光明日報　1979．

　5．4）〈北京市〉

李大釧与図書館張厚生（文回報1979．
　5．　4）

巴黎的新学府和知識之宮一参観三図三文

　化芸術中心’張｛凧蘭（光明日報　1979．

　5．　17）

上海図書館少児分館積極開展工作一三助

　中小学生提高科学文化知識（文涯報

　1979．5．18）〈上海市〉

由“科盲”到露量　記山東省電力工業局副

　総工程師時宗健同志　顔正国（光明目報

　1979．5．19）〈山東省〉

．全心全週為教学和科研聯務一人民大学党

　史系資料室認真三好資料工作（光明日報

　1979．5．19）〈北京市〉

・湖北省高等学校成立校際間鞍作組織て人民

　日報　1979．5．20）＜湖北省＞

Pp速把高等学校建設成四教学科掌中心一

　湖北高校成立校際間七三組織．（光明日報

　lg79・　5．20）〈湖北省〉

調整中学布局改革中等教育結構李牧生，

　．張国光（先回日報　1979．5．20）』

献給甲子開平度節目的礼物一L一・一一一少児出版社

　“六一二”前将出版一望図書楊光裕，胡弓

　椀（文警報　1979．5．20）〈上海市〉

高山県挙弁知識青年業余学校一驚助下郷

　知青男高文化科学知識水平（光明日報

　1979．5．22）〈陳西階高陵県〉

高陵県挙弁知青業余学校深旧歓三一満足．、

　下郷知青学習文化科学知識的怨望（人民「『

　日報　1979・5・23）〈三三省高三三〉

科技情報工作要適応開化需要　郭長春（光

　明日報　1979．5．26）〈湖南省株洲市〉

宋苧環副委員長為北京市少年児童図書館題

　写館名　周金益（光明日報　197g．　5．26》

　〈北京市〉

北京図書館“小聖慢”的状況平準改変　叢層

　林中，欧慶林（人民日報　1979．5．26）

　〈北京市〉

中等教育結構改革是当務之急一網一個地

　区中等教育現状的調査想到丁幾個問題

　開封師範学院教育教三三教育学組（人民

　日報　1979，5．26）〈河南省開封市〉

昆明市各街道平平社会青年業余夜勢（人民

　日報　1979．5．27）〈雲南三三明市〉

為“槍救”文史資料大声疾呼、董一博（人

　民日報1979．5．29）

中国科学院図書館原副館長顧家傑同志追悼

　会在北京挙行（光明日報．1979．6．2）

　〈北京市〉『

河北省整理古籍善本書　藺玉堂（光明日報

　1979．6．5）〈河北省〉

訪陳景潤　顧逸南（人民日報　1979．』6．8）

北大図書館在団耳環和学生会下合印開展

　「共産主義道徳教育周」活動　北大新聞

　専業七七級学生（光明日報　1979・6・9）

　〈北京市〉

那県図書館発見宋版書．「昌黎先生集考異」
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三三図書館善本組（光明日報　1979．6。13）

　〈山西省郡県〉

呉遁生教授遺書二百余冊贈給安徽師範大願

　図書館　野師図書館通三組（光明日報

　1979．6．13）〈安徽省〉

山村暗夜晩　呂学際，王成彦（人民日報

　1979．6．16）〈山東省臨胸県〉〔朱家硲大

　隊〕

要弁好大学図書館　王徳才（人民日報

　1979．　6．　21）．

三世地区四強図書資料工作的半作　周回

　　（光明日報　1979．6．・23）〈陳西省〉

上海師大文科挙弁学術活動目（光明日報

　’1979．6．23）〈上海市〉・

政府工作報告一一九七九年六月十八日在

　第五届全国人民代表大会第二次会議上

　華国鋒（人民日報　斗979．a26）

1政府工作報告一＝一一；一一九七九年六月十八日在

　第五届全国人民代表大会第二次会議上

　華国鋒（光明日報　1979。6．26）

弓取国譲改進工作為献身論題的人椚服務

　一上海図書館成為楽者的好参謀部く文

　涯報　1979．7．8）〈上海市〉、

’明方百計天日化服務（短評）　（文回報

　1979．7．8）〈上海市〉

教育部，団中央要求各地教育部門和団組織

　’一切実安排好中小学生暑仮生活（文

　ヤ1蕉：幸艮　　1979．7．8）

感謝北京図書館等単位熱情接待　顧明（光

　明日報　1979．7．15）〈北京市〉

我是平様学習三三三三通話的．郭三三（光

　明日報、1979．7．18）〈河南省安陽市〉

　　〔七三市図書：館〕

唐山広大読者下野借閲書報一文化局寛把

　図書館書庫作招待所　王碧玉，李江池・

　　（人民日韓　1979．7．19）＜河北省唐山

　市〉〔唐山図書館〕

沙市三中図書室積極為教学服務く人民日報

　　ズノ

　1979．7．19）〈湖北三三市市〉

成都科大回書館実行“定題服務”三思濤，

　李維中（光明日報1979．7．19）＜四川省

　成都市〉

南開大学召開師生子工代表回路清枝（光

　明日報　1979．7．19）〈天津市〉

盧下書先生為国，回書　光偉（光明日報

　1979．7．21）〈山東省〉〔山東省図書館〕

全国第一次科学学学術討論会在北京召開

　一研究科学学　按照科学発展規律管理

　科学　張義徳（光明日報　1979．7．21）

南京大学宗教研究所積極開展研究工作（光

　明日報　1979．7．22）．　，1〈江蘇省南京市〉

吉林省的経験証明一勤工倹学好処多（光

　明日報　Ig79．7．24）〈吉林省〉

加快現代化図書館事業建設為四座服as－L一

　中国図書館学会挙行成掌大親和科学討論

　会肖自力（光明日報1979．7．25）

江蘇省委三校堅決執行国務院三関文件精神’

　r妥善帰還南京農学院校舎　撰文干

　（光明目報　1979．7．26）＜江蘇省南京

　市〉

発展図書館事業　積極為四化服務一中国

　図書館学会成立大会和図書館学科学討論

　・会在太原挙行雄木平（人民日報1979．

　7．　28）

上海天文台余琴唄出色的後勤兵一周薬浴

　管理図書井井玉条家国善，郎翼翼（解’

　放日報，1979．7．28）〈上海市〉

全国各地外語院系積極開展外語電教資料協

　層作活動　呉在揚（光明日報　1979．8．1）

牛津和剣橋　孫文芳（光明日報　1979．8．2）

読書和借書　玉文（時折報　1979．　8．，7）

　〈上海市〉

建議開戦科学公園幽谷（光明日報1979．

　8．8）〈北京市〉

湖ゴζ省教育三三整中小学教育事業一三続

　普及小学；・wa極発展中村，『技工学校和工
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　農業余教育　郭徳一（光明日報．1979．　．　・学報　哲学社会科学版1．979－5，’　1979・　9）

　8・16）〈湖北省〉　　　’　　　　　　　　・』地質科回書刊展覧三三　三徳福（解放日報

図書管理与出版表更上一層楼　許国華’（文　　？’1979．　10．　5）〈上海市〉〔上海図書館〕

　涯報　1979；・8二23＞℃　　　　　　、　　　　充分発揮科技図書作用三好形式一江蘇三

門鱒在健康成長，王術（光明日報、1979：　　　　常熟部分工廠聯合挙早態技図書流動展覧

　8．を4）・　　、「　』　　．　　　　　　　　　厳宗爆呉家明（光明・日報1979二io．7）・

懐念陳装同志対文博事業的巨大旧懐．沈之　’　　〈江蘇省常熟稟〉

　珠（光明日報　197918．25）．・　　’　　　　図書館工作要有一一pa新的発展　肖自力，飽

北京図書館何時三三個変化？　北京図書館　　　　振回（光明日報　1979．10，　7）

　同志的回答（人民日報　1979．8．25）＜北　　　上海図書：館業余理論小組堅持実践第一観点

　京市〉　　　．，』　　　　　・　　　　乱　∠応用馬三主義研究新唐三三迂回問題

世界撰大図書館之一　蔵書一千万班・北京　　　tt　t（文雁垂　1979・　IO二9）〈上海市〉

　図書館将拡律一新館趾設在団墓西郊準　　　北京画院図書館開架借書　陳放（光明日報

　備向外国人開放　平面面積将拡大三一一三　’　　19ク9．1b・13）〈北京市〉〔北京鋼鎌学院〕

　万方白虹（文虚報く香港＞1979．8．27）　　　這臨書刊東密没有発揮：作用？　羅京生（光

　く北京市〉．　　　　”　・　　　　　’　　　明日報1979・10・14）〈北京市〉〔中国

上海科学技術情報研究所采取多種形式一・　　　科学技術情報研究所〕

　為叩化第一綾提供科技情報（解殊日報　　　　　南開大学集会慶祝建校六十周年一L方毅同

・979・8・・28）〈上櫛〉　　，　「．志在慶祝大会上講話鵜周恩来同志紀念

七房村農民図書室堅持弁了十七年（人民日　　　・　碑落成勇彩・解洪英s一路清枝・王莉華

　報1979・　8・31）〈江西省競陽県〉〔北源　　　　　（光明日報　1979・10，18）〈天津市〉

　’大隊〕　　　’　　　 　　　　武漢市組織和動員社会力量各方細切配合

tt回憶延安時期的新華書店．周保昌（光明日L．　一議倣好学校内外青少年工作弁了十件

　』報．1979．・9．’1）〈陳西省延安市〉　　、　　．　事　管少一，『肖志華（光明日報　1979．』

為読者技書為書球読者一上海科回書店　　　　10・27）〈湖北省武漢市〉

　心心百計為顧客服務（文涯報－1979・9・　　　南開大学玄鶴喩教授生蔚瘤遺嘱二批珍貴書

　ユ2）＜上海市＞　　tt・　　「．．　　　　、　籍資料献給校図書館　聾立（光萌日報

方毅副総理会見華国図書町露華団（光明日　　　　1979．10．28）〈天津市〉

　韓ユ979・9・18）　　　l　　tt　l　●「　回天父親李木通的一些革命活動、李藻華

青年革新四花為何回不起果？　三宝君・張　　　，．（入民日報　1979．10．29）

　頴（人民目報ユ979・9・22）＜吉林省長春　　　研究適量釧学習李大釧一在首都紀念李大

　市・吉林市〉　　　　　　　　　・　　」　「・・　釧同志誕辰九十周年大会上報告的弓要

関干国内現存清旧く台湾府志〉版本的情況　　　　李新（人民日報　1979．11．1）・　’

　　〈光明日報．1979・9・23）　　　　　、　　　隼津和牛津大学（文回報　1979．11．3）．

在研究所所長三位置上一記著名物理学家　　・　『r，wa報爆炸」出路添木？一国外縮微技術

　黄昆教授何春日；濡応章、（光明日報．　　　　的応用層発展周顎脚（光明日報1979．

　1979．　9．　28）　．　’　，　’　・　’　11：　8）

新中国図書館事業三十年黄宗忠（武漢大学　　、学術研究又即下工具く中国近代現代叢書目
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　録〉刊行　三三，三三（文回報　1979．

　11．12）〈上海市〉〔上海回書館〕

開辟科学公．園好処多　銭玄（光明日報

　1979．ユ1．14）〈北京市〉

建議把北京竜諜公園改建為科学公園　徐宛

　南（光明日報　1979．11．14）〈北京市〉

老科学軽軽以昇欝同国辟科学公園　羅日生

　（光明日報　1979．　11．　14）〈北京市〉

南市区図書館倣開大門　李締新（文理報

　1979．11．15）〈上海市南区〉

広西科技図書館開展各種服務活動（光明日

　報　1979．　Il．15）〈広西）三族自治区〉

上海新聞遺墨　蒋信偉（文涯報　斗979．Ii．

　17）〈上海市〉〔上海図書館〕

三焦省各高等院校積極論語措施　改善学術

　帯頭人和教学科研骨幹的工作条件《光明

　日報　1979．11．20）〈陳西省〉

北京市東城難中小学開展後勤工作互譲評比

　活動（光明日報　1979．11．22）〈北京市

　東城区〉

三審市街道図書室受到青少年歓迎（光明日

報1979・11・24）〈湖南省畢沙市〉

希望急速解決借書難的問題・魯宇（光明日

　報　1979．11．24）〈河南省〉

山東省図書館采取措施　千千百計為科研工

　作服務（光明日報　1979．11．24）＜山東

　省＞

1広州読者密書難　高直礼（光明日報ig79．

　11．24）〈広東省〉

充分重視図書館在四化建設中的地位和作用

　（光明日報　1979・11・24）　　　　　．

北京市委召開青少年教育工作経験交流会要

　，求社会各方面力量：動員起来　為二代新人

　健康成長多作貢献（光明白鞘　1979．11．

　24）〈北京市〉

科技情報単離向未来的橋梁　辛光婁（文革’

　胴張　　1979．11．29）．

粗筆幹部韓：行民熱心教育青少年（人民日報

、・979・・2・e）〈湖南省召陽市〉

上海新聞集錦一南市区図書館組織作家与

　読者見面（文涯報　1979．12．4）＜上海市

　南市区〉

図書開架閲覧得失談1朱偉倫（文涯馬借

　1979．12．．9）〈上海市〉〔上海師範大学

　図書館〕

北京図書館弁弱く文献〉四三出版（光明目

　報　1979．12。9）＜北京市＞　　　1

‘括目録”周淑群薄福鴻，魏百善（文涯報

　1979．12．　10）＜上海市＞　　　　1

〈中国当代文学研究資料〉将陸続出版　唐

　金海（文潅報　1979．12．13）

把青少年吸引到図書館裏貼楊光裕，銭傍

t梨（文墨報　1979．12．ユ5）〈上海市〉・

還購買者以選三三自由　三鼎（文回報
．　1979．　12．　17）

三聖的教学質：量為甚慶高？一三河鱒中小

　学勤工倹学調査輯告六二tt張天来（光明〔

　日報　1979．12．22）〈河北省三河県〉

真理・信仰・闘争一介難く周恩来同志旅

　欧文集〉層累淑娼（光明日報・1979．12．

　25）〈天津市〉・〔天津市人民図書館〕

・回書更有護書人，（文回報　1979・12・27）．

　〈北京市〉

回書更有護書人　被抄珍籍帰原主　張慧賢

　（光明日報　1979．ユ2．27）〈北京市〉

鞍牛市図書館発揚優良伝統　三四化建設

　“眼踪服務”寧解義（光明日報　1979．・

　12．　29）〈遼寧省鞍山市〉

恰爾浜工業大学提昇一批実験，図書，．資料

　人鼻　博通（光明日鞭’1979．12．30）・

　〈黒竜江省恰爾浜市〉』

〈欧文：〉

，H・i・，　T・・一t・i復道泰）＆Haun，　K・・h・yn：【

　Communist　Chinese　legislation　on

　publica．ti　ons　ahd　libraries．　Quarterly
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　　　　　　　　　　　　　　F　．　　　　　　　　　　　　　　　X

　　　　　Journal　of　the　Library　of　Congress．

　　　　　Vol．　27－1，　1970　・

　　　Ma，　John　T．　：　Libraries　in　the　People’s

　　　　　Republic　of　China’　since　1949．　Wilson

．　Library　Bulletin．，　Vol．　45－10，1971

　　　　｝＊｛Pelissier，　Roger　：　Les　bibliothbqties　en　’

　　　　　Chine　．pendant　la－premibre　moiti6　du

　　　　　XXe　sibcle，　Paris，　Mouton，　1971

　　，　＊Gupta，　R．K，’　：　Academic　library　scene

　　　　　in　the　People’s　Republic　of　China’and

　　　　　’India．　Ahnual　Library　Science　Docu一

　　　　，　mentation．　Vol．　18－4，’1971　’

　　　Wap9・Chi（王翼）：Report　of、visit．to

　　、　　China　Jqne’1一ユ8，　1972．　Library　of

　　　　　Congress　lnformation　Bulletin．　Vol．

　　　　　31－39，，1972　’　・　一・

　　　＊Wang，　Chi（王難）：Library　and　publish・’

　　　　　ing　activities　in　China　；　pers6rial　obser－

　　　　　va，tions　ftom　a　visit　to　the　People’s

　　　　　Repu61ic　of　China．　Foreign　Acquisi－

　　　　　tions　Newsletter．　No．　38，　1973

　　　Yu，　P，K（余乗権）：Bibliographic　control

　　　　　in　the　PeoPle’s　Republic　of　China，
　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　1949－19731，Paper　presented　to　the　XXV

　　　　　Annital　Meeting　of　the　Association　fdr

’　Asian　Studiqs，　Chicago，．1973　・

　　　Yu，　P．K：．（余治権）：Bibliographic　control

　　　　　’in　the　People’s　Republic　of　China，

　　　　　1949－1973．　Foreign　ACquisitions　News－

　　　　　ldtter．　No．　47，　1978

　　　Bishop，　Enid：　University　libraries　in

　　　　　Chin．a；．　some’　per．sonal　observations．

　　　　　Australian　．　Academic．and　Reseag6h

　　　　　Libraries．　March　1974

　　　Wang，　S．W．：工皿pressions　of　Chinese

　　　　　libraries　and　the　Chinese　book　market．

　　　　　Austtalia’n　Academic　and　Rbseafch

　　　　　Libraries．　March　1974・

　　　　t

　　　　　　　　　　1

’

　　　　　　　　　　　　　　闘

Howard，　Roger　：　Libraries　in　the　People’s

　　Republic　of　China．　Assistant　Librarian．

　　Vol．　67－4，1974．

）8（Proett，　P．一A．B．　t　A　history　of　librariesi

　　in　the　PeoPle’s　Republic　of　China，

　　i4cluding　some　aspects　of　college　and

　　university　library　develbpment，　1949－

1974．　Ed．　D．　Theses，　George　Washing－

　　ton．　University．　1974

Fapg，　Josephine　Riss　：　Chinese　libraries

　　carry　out　chairman　Mao’s　dictum；’

　　“Serve　the　People”．　Wilson　Library

　　Bulletin．　Vol．49－10，　1975　’　’

Goldberg，　Birgitte：　Libraries　and　mass

　　conimunication　in　the．．People’s　’Re－

　　ppblic　of　China．　Scandinavian　Public

　　Library　Quarterly．　Vol．　8－2，　1975

Kuo，　Thomas　C．（郭成巣）：The　state　of

　　current　library　operation　in　China．

　，Associati6n　of　Research　’Libraries．

　　Center　for　Chinese　Research　Materials．

　　Newsletter．　No．　20，　1976

＊Wang，　Weiying　：　Libraries　in　the　Peo－

　　ple’s　Republic　pf’一China；　a　fiicst・hand

　　report．　The　University　of　Michigan

　　Librarian．　Vol．　8－22，　1976

XFang，　Josephine　Riss：　Library　devel－

　　opments’in　the　．Pepple’s　Republic　of

　　China．　The　Bowker　A皿ual　of：Library

　　＆　Bogk　Trade　lpfortnation，　21st　ed．，

　　New　York，　1976

Richnell，，　D．T．　＆　Nelson，・　Howard；

Libraries　in；　the　PgoPle’s　Republic　of

　　China；．a　report　of　a　visit，　June　1976．

　　Journal　of　Librarianship．　Vol．　9－1，

　　1977　・

Barclay，　’iohn　：　．　China；J　libraries’　‘Serve”

’the　People’　（Mao　Tse－tung）．　．The
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　AUstralian　Library　Journal．　Vgl．　27－4，

　1978

Symons，　B．erry：　The　National．Library

　of　Peking；．　an　Australiap　librariah’s

　view．　The　Australian　Library　Joutnalr

　Vol．　27‘6，．1978

Castagna，　Edwin　：　A　visit　to　two　Chinese

　librarie＄．．Wilson　Library　Bulletih．　Vol．

　52rlO，　1978　’．

Barclay，　John　：　The　fbur　modeynisationS

　embrace　libraries　in　the　People’s　Re－

pub！ig，of　9hlhal・　The　Australian　Li一・　・

brar’y　Jgurnal　Vo！．　28－7，　1，979．

Tsuneishi，・Warren　M．　：　U．S．　libratians

一　visit　the　People’．s　Republic　．　of　China．

　Library　of　Congress　lnfQrrp’ation　Bul－

　letin．　Vol．　38－48，　1979

　　　　　　　　　　　（1979．　12．　31）　・

　　　　　（なかはら・ますゑ’

　　　　　　　アジア・アフウカ課主査）

，一t、吟’》》》～～心隔ハ｛’》1㌔｛’～1’’”～～～’lh剛～『喚hハ㎡～～㌣～～

川li［lll］lllllllllllllill川llllllM［il］

レフナレソス　　．’』
余　　　　話　　　．　、　　．　・』
IIMIIIIIIIII川ll Dllllilllllillilllllllll．1「tt

C、「
t・、7。レ．以の先取りと云ってしまうと

大げさだが，携一線り政治家の名前がマス

コミを賑わす喜態が起きると，．該当者の伝

鱒資料の調査に取りかかる・脚ま法律

政治課のンファレ’ンスとしてi間もなく求．

められるであろうことの予測である。最：近

でも，首相が決まるまでに，さまざまに取』

沙汰された臥力の候儲について．、t問合、

せを受けたことも例外ではなかった。ま

た，とく1 ﾉマ和三三者から待・たなし
の即答を要求されるのは‘死去”の時であ「

る。人の不幸を予め用意ぜるζうで後めた

い話だが，危篤が報じられると現実は必至・

である。佐藤栄作総理や保利茂衆議院議長

の場合も．そうだった．回し轍治家につy・

てる入物情報源の要求はかなり多い。三三

の場合は現代の人，文書レラァレンスと．ﾈ
ると，あまり知名度の高くない古い時代の

　　人が多い。最近の伝記的事項調査め依頼に

　　昂った山中隣之助や日向輝武も，こちらか

　　といえば並みの薄い名前め代議士の一例だ、

　．．が∫山中隣之助の場合．各種の「衆議院諦』

・員名鑑に講されるのぼ当然だカ1・犀歴

、　事項から判断．しlr東京商準会議所会員列‘

．　伝』（明治25），で実業界サイドの部分を補

　　充することが出来た。また出身地が才『か喬

　　8．・’その地の人物誌等で調由ることもよく・

　　・あるti　vスだ。逆に，かなり高名な人でも．

　　．意外に転記”らい・もρ硯当ら参・’こ

　　ともちる。高平小五郎もその例だった6彼；

　　は日露講和会議の全権委員や明治41年に高「

・・ ｽ・ルー曲面榊組・のち貴族院議員・

　　になった人だが，事典類にみえる記載程度

　、を越えるものが見半らない。あとで調査依

　　頼者から直接聞いた師だ溝　高平小五郎

　・は，派手に顕彰されることを好まず，伝記

　　書の馳どL切出き判こと裡んで喰1』

　　とか。

　’　　1　　　　（法律政治課　山口美代子）
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