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一学ぴて時にこれを習う、亦た説ぱしからずやー

がくじ
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新入生のみなさんへ
一読書て学門の楽しさ心の豊かさを

せんのすけくりやま

学長栗山仙之助

、》子ノ

新入生のみなさん、で入学おめでとうでざいま
^

す。 自らの意思で選択した専門分野に対して、ーフ、

希望と不安が入り混じっていることと思います。

さて、みなさんはもう図書館に足を運ぴましたか、

自分の専攻に関する書架を見て、その冊数の多さ

に圧倒された人も多いでしょう。卒業するまでに

こんなに読めるのだろうか、難しくて分からない

のではと感じたかもしれません。

しかし、よく見てみると1つのテーマに関して

何冊もあったり、「入門」と書いてある比較的平

易なものもあることに気づかれるでしょう。これ

らは、ーつの事柄をいろいろな視点で解説された

2 , 3

松永信→

4, 5

大谷真司)

次~

自著を語る「水の消毒」(金子光美

自著を語る「エミリ・ディキンスンを読む」

皓田典子)

後期休日開館結果と今後の予定

後援会寄贈図書
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()り、様々なレベルで説明されているものです。み
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*題字は王義之の書による

なさんは、このような図書によって自分の理解に

合わせてより深く、そしてより高い次元で専門知

識を身に付けることができるのです。

「知恵は万代の宝」とも言われます。図書を利

用することで、講義内容に高い関心が湧き、学問

の修得の充実感を増すことができます。また、難

解な図書については、昔の人が次の言葉を記して (経営情報学部教授

います。

「読書百遍義自ら見わる」(どくしょひゃっぺ

んぎおのずからあらわる)これは、どんな難しい

書物でも何度も読むことで自然と理解できてくる

ということです。みなさんがどんどん知識を吸収

して、学問の楽しさを実感されることを期待して

います。

図書館は専門知識の蓄積以外にも大事な書籍を

蔵しています。小説や、エッセイ、哲学などの心

を磨き、豊かにするための本が多く用意されてい

ます。あるテーマについて、歴史、思想、技術を

調ベたり、ある著者の書籍を網羅してみるのも有

益です。若い時に集中して何かをすることは、個

性の形成によい影響があります。いろいろな方法

で図書館を利用して下さい。

この様にして、みなさんが学生時代に感動でき

る多くの経験をされ、「知」「徳」「体」の備わ

つた立派な人問に成長されていくことを楽しみに

しています。
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新入生のみなさんヘ廩山仙之肋

新入生に贈る図書館利用のすすめ

併上1諺田中健二・柿沢昭宣藤森廣幸

新入生に贈る卒業生力ちのアドバイス

(向井側テ・木下勝之鄭阪京子中井11吐
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大切にしたし市の
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工学部電気工学科助教授
いのうえ まさひこ

井上雅彦

わたしは学生時代図書館をあまり利用しなかっ

たようにおもう。書物がきらいだったわけでは決

してない。その反対である。学生時代のわたしの

一番の夢は、懐に 10万円ぐらいを用意し、本屋

ヘ行って手当りしだいに好きな本を買ってみたい、

というものだったからである。ちなみに、当時の

図書館の蔵書は多くの人が読むものであるから

汚したり破ったりすることのないよう大切に扱わ

なけれぱならない。それは当然そうであり、書き

込みなんてとんでもないことなのだが、たまにひ

どく得した気にさせてくれる書き込みに出合うこ

とがある。例えぱあなたがあるタイプの微分方程

式が解けなくて四苦八苦していたとする。どうし

ても最後の式変形がわかならい。図書館でいくら

0

口書会手

調ベてもどの本もどの本も肝心な所をあたり前の

ようにすっとぱしている。そういう時、誰か知ら

ぬがある先輩が途中の式変形を書き込んでくれて

いる本にあたると大層幸せである。場合によって

は文中のミスプリを修正してくれていたりする。

ああ、この人もこの部分で苦労したんだろうな、

自分だけではなかったんだと束の間の共有感覚に

浸ってしまうのである。たとえ書き込みが無くて

も同様の気持ちになることがある。手垢である。

ある本の自分がわからない、むずかしい部分が手

垢で汚れていたりするとやはり大層勇気づけられ

るものである。電子出版が流行っている昨今、誰

でも自宅のパソコンから色々な情報を引き出すこ

とができるようになった。とはいうものの、当分

の間図書館の本には勝てないだろうなと私は思う

のである。
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髞を'肋める.こと

国際言語文化学部助教授

たなか

田中健二

図書館ヘ行くには2つのタイプがある。 1つは

明確な目的を持って、つまりレボート作成準備と

か調ベもので図書館を訪れる場合である。もう]

つは特定の目的なしで図書館の開架されている本

を「ながめる」場合である。無目的で図書館の書

架をぶらついている時に、ぴっくりするほどおも

しろい本に出会うことがある。私にはなぜだか分

からないし、ぶらついたら必ず画期的な本とめぐ

りあうと決まってもいないが、新入生諸君1こはぜ

ひ書架を「ながめる」ことを勧めたいのである。

幸いなことに大学はかなりのスペースを図書館に

割り当て、学生諸君の到着を歓迎する。あとは学

けん

生諸君が「本でもながめてみるか」という気持ち

のゆとりを持つて書架に出向くことだ。必ずや本

たちは笑彦頁で学生諸君と会おうとしてくれるはず。

つまり、そう想像して本棚の間をめぐり歩いてみ

よう。

0

匂'冒',',','冒'剛

詰靴
枕しの牲蹴

経営情報学部助教授
あきのぶかきさわ

柿沢昭宣
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初任給は3万3千円が相場であった。わたしの読

書はもっぱら自己の蔵書によっていたのであり、

したがって古本屋はよく利用させてもらった。

わたしが図書館をあまり利用しなかったのは、い

わゆる「しんきくさかった1 のである。ま弓第一に、

図書館にはわたしの読みたい現代小説や現代思想

の書物はほとんど置かれていなかった。つぎに、

読みたい本があったとしても、図書力ードを探し

たり、貸し出し票にΞ訊するのが嫌才ごった。最後に、

司書たちがなんとなく恐ろしかったのである。彼

もしくは彼女たちはかすかな権威をひけらかして

いて、わたしたち学生を圧倒していたからである。

だから、教科書を買うことさえためらうという

今の学生諸君の方が逆によほど図書館を利用して

いるのではないかとおもう。これでもまだ図書館

の利用者がすくないというのであれぱ、漫画や小

説を自由に読むことができるコーナーを設けてみ

てはどうだろうか。
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模索しよう。君自身のために。

露鄭
旺髄朋.にっπ

図書館
肋兆溺帽掬

法学部講師
まつな力 しんいち

松永信一

薬学部衛生薬学科講師
ふじもり ひろゆき

藤森廣幸

趣
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大学の図書館。専門書の山を思い浮かべる?論

より証拠。入館して内部を探検してみよう。確か

に、専門書が並んでいる。本は読まなくては価値

がない。意味不明の単語が散在する。備え付けの

辞書・辞典で意味を確かめよう。一般教養の本、

週刊誌や新聞もある。読みたい本が見あたらない。

検索システムを利用しよう。その本がない。気軽

に図書館員の方々に相談してみよう。購入可能か

もしれない。少し背伸ぴをして英語の学術雑誌を

見てみょう。さて、どうする。君のやる気次第で

す。さらに探検すると、 CD、カセット、ビデオ

を発見するだろう。授業に役立つビデオ。実験に

役立つビデオ。先端技術に関するビデオ。見るの

は君達です。ワープロも置いてある。キーを叩い

て文章を作ってみよう。大学4年間は長いようで

短い。講義・実習に追われてしまう。図書館は

書庫ではない。早い時期に図書館の有効利用法を

0

大学での図書館の役割と高校までの図書館のそ

れとは全く異なる。高校段階までの図書館は学校

の日常生活の延長線上で利用されている。例えぱ、

運動場で遊ぶ替わりに図書館にある推理小説を読

むとか、修学旅行の下調ベをするとか、課題学習

や試験勉強の補足教材を探すとかである。これを

仮に図書館の日常的利用と名付けるならぱ、大学

での図書館利用の本来的なあり方は「非日常的」

とよべるようなものである。図書館の「非日常的

な活用」とは、生きていく中で見いだしたテーマ

(住居、食生活、健康、親子関係、組織と個人、

国家、性等々についての)に知的な方法で結着を

つけるためにそれを利用することである。「知的

な結着」とは、書籍・雑誌・新聞などの蓄積され

たデータから(当のテーマに)関連する1哉&を抽出、

整理することによってそれなりの見取り図や行動

指針を獲得することである。私達は生活の中でこ

うしたテーマを発見するとは限らないし、発見し

ても知的ではなく、もっと直観的なやり方で処理

するのが通常である。従って、上記のような作業

を「非日常的」と呼ぴたい。もっとも大学図書館

利用の現状を見れぱ、「日常的利用」と「非日常

的な活用」が入り混じっているというのが正確な

ところである。



新《空区給局
卒業空か弓団戸ドバイえ
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新入生の皆さん、御入学おめでとうでざいます。

図書館というと勉強する為に行く場所などと思

いがちですが、私の場合は結構くつろぎに来てい

た時の方が多かったよう

な気がします。講義の空

き時間に来て車の雑誌を

読んでたり、レボートを

作るつもりがいつの間に

かスポーツ新聞を手に持っていた事もありました。

もちろん、くつろぐだけでなく、実験のレポート

や卒業論文作成、就職活動の対策などで頭を抱え

ていた事もよくぁりましたが、何をするにしても広々

として落ちついた、快適な空間です。

また、私が利用して便利だなと思ったのか「希

工学部機械工学科98年卒

向井伸

図書館ヘ行こ
^

望図書購入制度」です。本屋で

気に入った小説やビジネス書を
卦

見つけたら、書名や著者名、出

版社などを覚えておいて

図書館で申請するだけで、

2、 3週問もすれぱそのΞ菱重工業制勤務

本を貸し出してくれる。
イテ

何千円もするベストセラ

ーがタダで読めるわけですから、]人暮らしを

していた私にとっては本当にありがたい帋1捜でした。

まだこの他にも図書館にはいろんな制度や設備

があります。まず1度足を運んで、図書館を利用

してみて、自分なりの利用法を見つけて下さい。

1998.4

図書館は本だけの空問ではあ
硬

りません。図書館である以上、

書籍があるのは当然です

が、私が驚いたのは4F

畊"恵偵室d)存在でした。

そこには数多くのビデオ

やLD・CD・テープ等

があり、暇な時にちょっ

と立ち寄って時間を価値

的に過こしたり、一部のものを除いて貸し出しは

OKなので、家に持つて帰ってじつくり見たり聴

いたりする事も可能です。ビデオ・ LDは"名作"

と呼ぱれている映画や学術系のもの、その他幅広

0くラインナップされており、 CDはクラシックか

ら民族音楽・ジャズ等、"いい音楽"が多数あり

ます。そして語学を専攻

していた私にとつて最も

良かったのは語学学習ソ

フトの充実でした。以上

の様に視聴覚室はレンタ

ルビデオショップd減で、
ゆキ

それと異なる点は当然の

事ながら、いくら借りても無料という所です。新

入生のみなさん、学校の施設は当たり前ですが、

学生の為にあるものです。積極的に利用して貴重

な四年問を価値的に過でして下さい。

緩多

^

0

視肺覚至て

「価直」時間を
国際言語文化学部98年卒喩鶴見製作所勤務

木下勝之
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新入生のみなさん、で入学おめでとうでざいま

す。

私の摂大図書館での思い出といえぱ、]、 2回

生のころの試験勉強です。 3階の閲覧室で友達と

夜おそくまで、必死に勉

強していました。いつの

まにか、同じ学科の人が

集まって情報交換の場に

なっていたり、ヤマをは

り合って同盟をむすんだりと、大学生活の中でー

番つらい試験期間を楽しく乗り越えることができ

ました。

教科書や参考書も購入しないまま図書館で借り

摂南大学図書館報NO.53
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必優な剛こ必要な情報を手
経営情報学部経営環境情報学科98年卒日本電信電話総勤務

ろよな
^

與那城 子

新入生の皆さん、こ入学おめ

でとうでざいます。

私は薬学部生が図書館を利用

せずに進級、卒業する事は、ほ
.輪

とんど不可能であると思います。

実験、実習のレポート作

成、期末試験のためのテ

スト勉強や情報収集と、

利用する機会は多いでし

よう。実際、試験前にな

ると図書館は大変混雑し、良い席を確保するため

に、開館前から来る人もいるほどです。

しかし、図書館は勉強するためだけの場所では

てやりすそしたり、暇でたまら

ないときには5階で最新の雑誌

を何冊も読んだり、長期の休み

の前には「地球の歩き方」や旅

行雑誌を ^^

読みあさって旅行計画を

立てたり、と必要なとき

に必要な情報を手に入れ

ることができる図書館に

は大変お世話になりました。

みなさんも大いに図書館を利用して、大いに得

をして、充実した学生生活を送って下さい。

うか。

皆さんも、そんな図書館を自分なりに有効に利

用し、楽しい大学生活を送って下さい。

自分りの舌用去見い出す

らだったのですが、授業のない

日や空き時間を利用しては図書

館に通い、資料を集めたり、興

味のある本を読んだりし、卒論

作成の際

には、卒研貸出し(1 ケ

月貸し出し)を利用し、察本部勤務

わたしにとってはなくて
士

はならない存在であった

のです。昨年にはインターネットを利用した検索

も導入され、新入生の皆さん方には、活用する機

会も多くぁることでしょう。図書館を大いに利用

して、自分なりの活用法を見い出して下さい。

法学部98年卒大阪府
キr 唯

中井順

0

図書館式勉強するためだけではない

入学した頃、図書館の存在は知ってはいたもの

の、わざわざ足を運ほうとは思いませんでしたが、

レボートの作成をきっかけとして、以後、利用す

るようになりました。図書館の環境は想像してい

たよりもずっと広く、座

席も個別に区切られてい

たので作業に集中するこ

とができたのでした。ま

た、 5、 6階という位置

は眺めが良いので、しぱしぱ外の景色に見入って

時間を忘れることもありました。

私が実際に時間に余裕が出て、好きな分野の学

習ができるようになったのは3回生を過ぎた頃か

ありません。小説や新聞、雑誌を読んだり、授業

の合間に昼寝をする事も出来ます。また最近はビ

デオの鑑賞も出来る様になり、くつろぎの場所と

しての利用も可能です。

図書館の本や雑誌の種類は年々充実してきてい

る様に思います。新入生

の皆さんが3回、 4回生

に成る頃にはさらに快適

に利用できる施設に成っ

ているのではないでしょ
真司

薬学部薬学科98年卒

大谷

大日本製薬制勤務
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自著を る

腸管出血性大腸菌0 ]57は、 1昨年の堺市の

事件などでよく知られているが、最近は水が関係

する病原体の事件が多発するようになってきた。

1996年にはレジオネラ菌によって2名の死亡

者が病院で出て6月には埼玉県の人口約1万4千

人の越生町で7千人以上の下痢性患者が発生する

事件が起きた。これは、クリプトスポリジウムと

いう原虫(単細胞の原生動物の病原体)によって

引き起こされた。水以外による微生物の恐怖は、

エイズやインフルエンザをもたらすウイルスがよ

く幸随され、素人にも知られるようになってきたが、

水経由の感染症も世界的に同時多発的に広まりつ

つある。

とくに、クリプトスポリジウムは消毒抵抗性が

強く、米国、英国その他近代技術の先進性を自負

する国々でも10年ほど前から問題になっている。

自分の国の水は安全で、外国に行くときには生水

を飲むのは止めましょうという日本(これは神話

で事実と反することを知ってほしい)でも上記の

ような事件が起きた。しかも感染率8096近いの

は脅威的で、この分野の関係者の間では世界的に

有名になった事件である。これもわが国だけは安

全という変な思い込みにより油断していた結果で

ある。

この事件をきっかけにして、わが国の水関係は

一斉に病原体に

対して動きだし

た。環境庁は環

境基準の微生物
爽 指標、建設省は

下水の処理水の

安全性について

検討し始めた。

しかし何といっ

ても、水道水は

直接経口摂取す

るものであるの

で、クリプトス

摂南大学図書館報NO.53

財団法人日本環境整備教育センター 1997年刊

『水の冑

工学部経営工学科教授

金子
(5]8

ボリジウムの水道に与えた影響は深刻で、既存の

システムの大幅な見直しが開始された。

水道水(下水でも同じであるが)の安全性は、

処理王程の最後に消毒プロセスを設けることによ

つて維持されている。一方、クリプトスポリジウ

ムは消毒抵抗性が強い。わが国では塩素消毒が義

務付けられているが、通常の塩素注入量の数百倍

も注入しなけれぱならないので、塩素で制御する

ことは不可能である。それならぱどうしたらよいか。

また、世界的傾向からみて原虫の他に問題にな

りそうな病原体にウイルスがある。ウイルスは体

が小さいのでコレラ菌、赤痢菌あるいは0 ] 57

のような細菌より、水処理工程を通り抜けやすい

し、クリプトスボリジウム程ではないが細菌類よ

り消毒抵抗性が強い。そのため、消毒までのプロ

セスと消毒そのものの適用技術が重要となる。

水道は施設の大部分が目に見えないので気付か

ない人が多いが、工学的システムとしては巨大な

ものである。そこから出る製品の安全性を保証す

るのが消毒技術である。地味ではあるがその消毒

技術を支える必要性を感じて長年研究して来たも

のをまとめたのが本書である。それがたまたまい

ろいろの微生物事件の発生と事件が合致し、関係

者の間で本書が注目されているが、事件が発生し

たから書き上げた本でないことを断っておく。大

半が自分の実験に基づいたものであり、本の内容

は短時間に仕上がるものではないことは読んでも

らえれぱわかるはずである。論文や本は自分が汗

を流した結果に基づいていなけれぱならないとい

うのが私の信念である。

消毒ということを通して水の微生物的安全性を

どのようにして確保したらよいかを記述した本で

ある。やや専門性が強いので一般書店でなく日本

環境整備教育センターというところから出版され

たことが示すように、気軽に寝ながら読むという

わけにはいかない。しかし、これから水あるいは

それに関連する分野を専門にする学生には機会を

見付けて読んでもらいたいと思う。

光美著
12 K)

かねこ

金子光美

1998.4

みつみ

0

0

毒

二
0



1998.4

~自 著を る

先年、評伝「エミリ・ディキンスンー愛と詩の

殉教者』を書いたとき、ディキンスンの詩がどう

して生まれてくるのかを知ることが出来た。

そしてーつの素朴な疑問が残った。アメリカ人

でも難解だといわれるディキンスン(]830

8 田の詩に、日本人の私が、なぜ感動するのだ

ろうか。私なりの答えは、ディキンスンも手紙の

中で言っているように、詩がイメージとして、

「メロディーや一魔法のように」私の心に伝わっ

てきたからである。まさに私は彼女の魔法にかか

つたといっていい。

そのときから、幾通りにも解釈が可能なように

見えるディキンスンの詩をゆっくり読んで、ディ

キンスンの魔法の種明かしを知りたいと思った。

天性の批評眼、反逆精神、ユーモアのセンス、

強靱な精神力、これらディキンスンの人生のまだ

若い頃よりすでに光っていた能力も、ディキンス

ンの詩を理解するには欠かせないことである。

しかしディキンスンは今から百年以上も昔、女

性に参政権もなく、自由に発言することもままな

らなかった十九世紀中頃に生まれ育った。だから

ディキンスンが詩人という表現者としての道を歩

もうと決めたことは、とても厳しい人生を自らに

選ぴ取ったということになる。

このように見ていくと、やはりディキンスンの

詩ヘの肉付けの

ためにも、 1章

エミリ・"キンスン には彼女の小伝

を書いて、読者を読む
にディキンスン

のどのような体繁田典子

験が彼女に詩を

書かせたのか、

彼女を取り巻く

人々を、社会

を、聞いてもら

うことにした。
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イキンスンを読む』

岩田典子著
思潮社 1997年刊(931 D)

国際言語文化学部教授岩田典子

ディキンスンが残したものは、日記は遺族が焼

いてしまったので、詩作品と手紙だけである。彼

女の手紙を多用して出来るだけディキンスンの生

の声を聞こうと試みた。すると、当時の詩壇や社

会に反旗をひるがえし続け、自らを「反逆児」と

呼んで、マイナーなものに共感し、その力を信じ

ていた一人の人問であり、女性である詩人ディキ

ンスンが浮かんでくる。

2章では、ディキンスンが詩という表現の中で

どのような真実と可能性を見出していったかを具

体的に見ていくために、書かれた1775篇の詩

の内、珠玉の32篇を読んでいくことにした。 55

歳の生涯を、深窓の令嬢としてほとんど家の中で

家事をして過でした人才ごが、詩のテーマは自然、愛、

恍惚、絶望、死、不滅、神、意識、Ξ割乍、人生、

社会風潮など多彩でその旺盛な夕子奇心に脱帽する。

訳詩を試みた後、ディキンスンの原稿を並ベて

みた。無口で内省的なアメリカ北東部出身の詩人

らしい出来る限り言葉を省略した簡潔なその詩表

現が面白い。

原詩はカンマやピリオドの代わりに、ダッシユ

がやたら多く、固有名詞でもないのに大文字が詩

行に何度も出てくる。文法や韻律法を無視してま

でも、自己の内なる真実を書こうとした。それも

これも呼厶の詩は衣装をとると一際立たせること

ができますが、ガウンを着せますと一皆同じよう

に見え、表現がなくなってしまうのです」という

ディキンスンの「私の詩が生きているかどうか」

を大切に考える詩学から出たものである。

ディキンスンの生前]0篇の詩が活字になった

が酷評を受け、]冊の詩集も出版することがなか

つた。そして今世紀になって、「古今を通じて英

語で詩を書いた最大の女性詩人」、現代詩の先駆

者といわれるようになった。

この本を書きながら、私は自分に正直に生きよ

うとする彼女にどれほど励まされたことだろう。

幸せな時間であった。

いわた

エミリ
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みちこ
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図書館では、前期期末試験に続き、後期期末試

験における休日開館を施行しました。結果は右表

のとおりでした。

]月] 5 日(祝)の利用者が本館・分館とも少

なくなっているのは、当日風雨の激しかったこと

が影響したようです。

図書館では、前期およぴ後期の休日開館の利用

を踏まえて、次年度の休日開館を検討したいと考

えています。
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実施日

1月 15日(初

1月25日日)

学生用図書 55

例年、本学後援会から図書館に対し、学生用図

書を中心に寄贈いただいておりますが、今年度も

つぎのとおり寄贈いただきました徳怠額

],736,802円)。

ここにこ紹介すると同時に、感謝の意を表した

いと思います。

イ援会寄

1998.4

入館者数(人)

49

] 50

199

97

120

343

560

1月15日初

1月 18日旧)

1月25日旧)

「イギリス革命とフランス革命シリーズビデオ」全階(ジエムコ出胴

他] 5 7冊

2.辞典およぴ解説書関係

専門教育関係

「cD・ROM 広辞苑」(岩波書店)

資格試験関係

際洲咽家翻ショート

3

1冊の岑噌

編集後記

・新入生の皆さん、で入学おめでとうこざいます。これから始まる大学生活に期待で胸を膨らませていることでしょう。

また、不安もいっぱいあることでしょう。そんなときは、図書館に来てみて下さい。そこに並んでいる本がきっと皆さんの

不安を解消してくれるでしょう。図書館員はそのお手伝いをします。

・今号にこ協力いただいた皆様に心から感謝いたします。

他 25冊

ショー隈礎薬学U 坂本正徳編著

(廣川書店)他 7冊

^
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印刷

文庫本

「ハムレットは行方不明」

(集英社)

旅行ガイドブック関係

「個人旅行ヨーロッパ」(昭文社)

00000

T)

5

赤川次郎著

他299冊

大阪府寝屋川市池田中町]フ-8

大阪府枚方市長尾峠町45-]

大阪市都島区大東町2-13-10

0

他 5 8冊

TEL.(0720) 3 9-9 11 2

TEL.(072の 66-3 102

TEL.(0田 922-1] 78
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