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学而時習之、不亦説乎。(「論語」より)
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一字ぴて時侘これを習う、亦た説ぱしからずやー
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冷房完備の図書館で
タロのつぶやき

薮らよ

薬学部教授奈良間功

、石ノ

学生時代は運動部に所属し、放課後と休日の殆

ど総ての時間を練習や試合に割り当てた私の学生

生活は、図書館の存在とは全く無縁であつだ。薮

だ、卒業後の大学院生活でも学部の図書館分室を

文献調査程度にしか利用していない。元来、この

手の仕事で図書館に行く時には楽しい気分とはほ

ど遠いし、私が大学院生時代に最も頻繁に利用し

た北大図書館の獣医学部分室には学術雑誌と専門

書以外の本は見あだらず、空調もされていなかつ

た。それに比ベると最近は冷房完備の図書館が当

だり前で、うだるような真夏日にもいごごちの良

さは抜群である。この快適さを求めて図書館に通

う輩も少なくない。薮だ、様々な娯楽映画のビデ

オも備えていて、この様な施設を利用できる環境

を持つ学生諸君は誠にうらや裁しい限りである。

だだ、残念なのは開館時問が短く、休日や仕事が

終わってからの利用が殆どできないことである。

ところで、樺太犬の夕口とジロをご存じだろう

か?彼らが無人の昭和基地に置き去りにされた経

緯は、南極物語偲〒上竜雄著、サンケイ出版)、

南極物語(学習研究社)に詳しく紹介されている

し、1983年に同名のタイトルで映画化されだので

比較的良く知られている。ジロは発見後4年ほど

で昭和基地で亡くなつだが、タロは帰国後10年あ

薮りの余生を札幌の北大植物園で送つている。大

型犬で叫歳はかなりの長寿で、晩年は綿毛が毛玉

になりがちで、真っ黒な体毛にはわずかに白髪も

混じっていた。しかし、生命力は旺盛で危篤状態

に陥り獣医学部の家畜病院に入院してから、約1

週問生存しだ。危篤状態にあることが新聞各紙で

紹介され、日本全国からこの1週問に激励の手紙

とともにお見舞いの栗子やソーセージなどが寄せ

られだが、当然夕口は字が読めず見舞いの菓子も

食ベられる状態ではなかつだので、当時大学院生

であつた我々の食欲を満だす結果となつだ。手当

の甲斐もなく亡くなつた後に剖検(死後解剖によ

つて死因を確定する検査)することになっだが、

多数の報道記者を待たせて解剖され、死因につい

て発表されたイヌは恐らく後にも先にも夕口だけ

であろう。現在、タロは剥製になって北大植物園

にある農学部博物館に展示されている。

今年7月に札幌で開催された日本トキシコロシ

一学会は前日が祝日であったので、この機会にも

う一度夕口に会っておきだく、開園を待って一直

線に植物園内の博物館に直行しだ。剥製になっだ

タロは30年前の死亡時よりも毛艶がよく、肉付き

も元気な頃に戻って精悍さを取り戻していたが、

何か不満そうでもあつだ。30年前に見舞いの菓子

を横取りしたのが原因かなと思っだら、"冷房完

備で南極の資料やビデオが揃っている図書館のそ

ばで余生を送りたかつたヨ!"と言う夕口のつぶ

やきが聞こえた。
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図書館は、ただ本を借りるだけではなく、様々な利用方法があり荻す。今回は6名の学生の皆さん

こ、効果的な図書館の利用方法を紹介していだだき薮しだ。

図書館をどのように使って、ますか?

「希望図書購入申込書」で、

資料を買ってもらう

摂南大学図書館報NO.59

法学研究科修士課程

藤井康裕

私は、院生なので、卒論もしくは修論作成時の

図書館利用方法を紹介し薮す。論文のテーマが決

定したらそれに関する文献をたくさん読弐なけれ

ばなり薮せん。図書館に必要な文献があればいい

のですが、すべてがあるとは限り荻せん。本屋で

購入することも可能ですが、専門書なので大変な

労力と費用がかかり荻す。

そこで、私は、図書館の「希望図書購入申込書」

を利用し荻す。申し込み方法は、申込書に「書名」、

「著者名」、「出版社」等を記入し、カウンターに提

出し薮す。本が届く薮で、約2~3週問かかり薮

すが、大変便利です。

ぜひ、論文を作成する時、もちろん小説等を購

入する時でも利用でき薮すので、大いに役立てて

ください。

ていないものは他大学の蔵書を調ベて入手してく

れ薮す。大学の図書館や研究機関は全国ネツトで

つながつていて情報のやり取りがしやすくなって

いるみたいです。そのため探して欲しい文献を図

書館の人に頼むだけで済むのです。これはかなり

便利なので皆さんも活用なさつてはいかがでしょ

うか。
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閲覧室を有意義に

利用する

文献を捜してもらう

法学部法律学科 4年生

瀬千裕

国際言語文化研究科修士課程

樋口

閲覧室には独特な空気がある。それは目標に向

かい学習する人の真撃な姿勢が作り出すものだ。

家で勉強していると様々な誘惑に負ける私もこの

空気に触発され、自分を奮い立だせる。休憩しよ

うと廊下に出ればいつからか話すようになった学

部を越えだ仲問がいて、世間話をしたり、疑問に

思う事を教えてもらつたりしている。和みの中か

らも様々な事を知ることのできる空問がここにあ

る。

閲覧室では、年に数回・短時問過ごす程度だっ

た私も3回生の終わり頃から通うようになり、今

では私にとつて貴重な学びの場となつている。空

調も整い、良い環境にあるので、積極的に生かす

ことができれぱ、学内の有意義な場所の中の1つ

であると思われる。

、ー^

卒業論文を作成するための資料集めで大変なの

が地方の資料に載つている論文を探すことです。

郷土資料は発行部数も配布場所も少なく、所蔵場

所を見つけるにはものすごく膨大な時問と労力を

必要とし荻す。そんな手問をはぶいてくれるのが

大学の図書館です。大学の図書館は自館で所蔵し

C
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希望図書申し込み制度

を有効利用する

工学部電気工学科

八木恒

私がこの図書館でよく本を頼む理由として専門

書は高くて手が出せないということです。

例えば、 UNIX関係の書籍等は非常に高く1

冊5,000円もするものがざらにあり荻す。

そんな場合例えば、カーネル構造をよく知りだ

いと思つても、こういう本がないと分かりにく<

て大変です。インターネツト上にはこれのソース

コードが公開されていて誰でも見れるようになっ

てい荻すが、実際ほとんど海外のサーバにアップ

ロードされている事が多くて、英語だらけで非常

に分かりにくいです。プラモ等のL INUXだっ

たら日本でもアツプされてい薮すが、デビアン系

のL INUXだともう何を書いているかよく分か

りません。そんなわけでこういっだ本が必要にな

つてくるというわけです。

私はこの図書館の購入制度は非常にありがだく

使っており荻す。みなさんも自分の趣味や勉強等

にこの制度を利用しだらどぅでしょうか。
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2年生

和

問題集を借りては勉強しだり、と英語力の向上に

力を貸してくれてい荻す。荻だ、それだけではな

<、自分の時問をより充実しだものにしてくれて

いる「視聴覚室」は僕にとってとても良い学習の

場であり薮す。

禽余禽禽禽禽禽角禽]余鼎密金鼎金密〕金鼎金

レボートを書くときに

0
00000 0 0000 000 0000 00

視聴覚室で

英語力を高める

本学園と交流協定を結んでいる韓国の大田大学校から1年

間の短期留学をしている中のお一人です。

私の図書館の利用目的は次の様なことがあり弐

す。

1.人との出会い、 2.レボートの参考、 3

韓国の新聞、 4.資料のコピー、 5.雑誌などを

購入せずに見るなどです。実際私が図書館を利用

するのはおもにレポートを書く時で、その時摂大

生の試験期間中と重なっていだだめ幾人かの日本

人と出会い、協力してレポートを仕上げましだ。

さらに図書館利用の長所は私だち外国人に図書館

係員の方々がイしくしてくれるので私たちにはと

ても親しみやすく、だくさんの資料もあり、レポ

ートを書くのに役立ち薮しだ。そして夏休み中は

とてもすずしいので効率よく勉強できるだめ、よ

く利用し荻しだ。これからも日本にいる間、だく

さん図書館を利用してもっと日本のことを知りだ

いと思い萩す。そして摂大生にも図書館をだくさ

ん利用して、私だちが日本のことをだくさん知っ

だように、外国のことをだくさん知ってもらいだ

いです。最後に、来年新しく来る後のだめにも

今以上に、図書館が利用しやすくなればいいなと

思い薮す。

杓 亨

国際言語文化学部

国際言語文化学科

濱部

淑

苦しいながらも授業とクラブを両立させて迎え

だ四年次。Ξ年次の頃に比ベると極端に授業数が

減った今、留学という進路のだめにも、やっと余

裕がもてるようになっだ自分の時問を英語力の向

上に費してい薮す。そんな僕を手助けしてくれる

のが「視聴覚室」です。クラブ薮での空き時間を

利用してクローズド・キャプションの映画を観だ

リ、豊富に揃えられだT O E I CやTO EFLの

4年生

泰
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'95年度から統計を始めだ「貸出図書フンキング」も今回で4回目。今回は、「分野別貸出図書

ベスト]」・「'98人気作家ベスト10」は本館分館の各コーナLの図書を除く図書を対象としてお

リ、「コーナー別人気図書」は本館普通図書室の各コーナーを対象にしてい荻す。

薮た、複本のある場合は、複本の貸出口数のすべてを合計し薮しだ。

分野男1_貸出図書ベスト1

年

《情報》

コンピユータには何ができないか:哲学的人工

知能批判

14回(007. 1)Dreyfus, Hubert L

《哲学》

心理学

(146. 1) 9回鹿取広人

《圧史》

Fukutaya BookS マヤ文明:文明の盛衰は何を

語るか?

(256) 8回八杉佳穂

《文化事情》

い薮、インドネシアがおもしろし＼外信記者が

見だ多様性国家

(302. 24) 9回山田道隆

《政治》

Keyword serieS 国際関係キーワード有斐閣双書

(319) 6回他初瀬龍平

《法律》

民法が分かった

(324)田中嗣久田中義雄 10回

儲呈済》

図解会計情報システム

10回橋本義一 (336. 9)

《労働》

就職バックアップシリーズ四)・就職活動ぐ99年度版)

手紙の書き方・電話のかけ方:具体例によるケ

ーススタディと基本マナー

(366. 29)就職情報研究会(編) 14回

《数学》

全問題精解微積分演習

(4 13. 3) 巧回北山毅(他)

《化学》

基礎有機化学 (改訂第3版)

(437)土屋隆他

摂南大学図書館報NO.59
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ノク

7回

13回
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最新薬剤師国家対策:新ガイドライン対応⑤

('98年度版)医療薬学(1)

日本医療アカデミー (499. 079)

工学基礎》

詳解構造力学(1)

近藤泰夫 (50 1. 34)

建築木工学》

土はなぜおもしろ読本

姫野賢治西沢辰男関延子

(511. 3)

凹白ラ

0

12回

12回

《L築学》

建築設計課題のレゼンテーションテクニック

吉田研介 (525. 1) 11回

《機械工学》

NC工作機械(改訂版)

山岸正鎌(編著) (53?) 12回

《電気工学》

よくわかるシーケンス制御入門

増田英二 (548. 3) 18回

《業》

食・農の戦後史

岸康彦 (6 1 1. 3) 7回

《芸衡》

Music Ga11ery (34)シルクロードの楽器の旅

柘植元一東京芸術大学小泉文夫記念資料室

東京芸術大学 q60. 8) 7回

《言語》

すぐに使える手紙はがき文例集:ケース別・立

場別の書き方がひとめでわかる!

(8 16. 6)鶴田顕Ξ 桧回

《文学》

初版グリム童話集(1)

Gr imm, Jacob Gr imm, w ilhe lm

(525. 1) 11回
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コーー別人口書

眛斤書コーナー】

1.ハツブル望遠鏡が見だ宇宙:カラー版

Wi11iams. Robert 野本陽代

岩波新書 (新赤版499) 7回

理科系の作文技術 木下是雄2

中公新書 (624) 7回

現代社会と教育 堀尾輝久3

岩波新書 (新赤版521) 6回

食文化の中の日本と朝鮮4 鄭大聲

講談社現代新書 (1116) 5回

自衛隊をどうするか 前田哲男5

岩波新書 (新赤版202) 4回

「日本人英語」のすすめ SU11ivan,6 Glem

講談社現代新書 (1131) 4回

日本神話の源流 吉田敦彦7

講談社現代新書 (42の 4回

リーダーシツフ゜の心理学8 国分康孝

講談社現代新書 q25) 4回

日本人の求めだう薮味9 近藤弘

中公新書 (701) 4回

明治六年政変10 毛利敏彦

中公新書 (56 1) 4回

日本語をみがく小辞典<名詞篇>10 森田良行

4回

9.悩んでなんぼの青春よ

ちく荻ブリマーブックス<41>

10.荻ちがっだっていいじゃないか

ちく薮文庫

文庫ナー

1.罪と罰(上)

新潮文庫

2.あすなろ物語(改版)

新潮文庫

3.<子ども>のだめの哲学

講談社現代新書 (Jeunesse

ベストセラーコナー

1.さるのこしかけ

Dostoyevsky, Fyodor

6回

井上靖

5回

永井均

; 1301) 5回

2
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インザ・ミソスーフ゜

0

荻る子だった

3. 4 U (ヨンユー)

Dostoyevsky, Fyodor

6回

6

2

さくらももこ

16回

さくらももこ

16回

山田詠美

14回

Sheldon, s idney;木下望(訳)

14回

村上龍

13回

Sheldon, sidney;木下望(訳)

13回

あすなろ物語紀鮨1)

新潮文庫

<子ども>のだめの哲学

講談社現代新書 (Jeunesse

田舎教師

新潮文庫

地獄変・邪宗門・好色・藪の中

<[改版]>

岩波文庫

グレート・ギャツビー<40刷改版>

F i tZ8era ld. F. SC0せ

4回

厘量1ヨヨj青^

; 1315) 4回

哲学的諸問

永井均

4回

森毅

4回

森毅

4回

3

4

4

氷の淑女<下>

5

氷の淑女<上>

0

ニユーメディアコーナ

1.インターネツト入門HTML : Activex & C G I

コントロール

野田祐己アンカー・フ゜ロ 10回

2.スーパーデジタル素材集CD-ROMforwindows

インプレス編集部 9回

3. Microsoft Exce1 9フステツフ゜バイステッフ゜

Catapult, 1nc 9回

4.作ろう!魅せるホームページ実践テクニック

ガイド

高田喜朗[ほか] 9回

【田本語・日本事情コーナー】

1.日本人の考え方を英語で説明する辞典

本名信行 H0仟er,Bates L.(編) 4回

2.日本語文型辞典:教師と学習者のための

グループ・ジャマシイ(編著) 4回

フマニオールコーナー

1.罪と罰(上)

新潮文庫

6

井上靖

5回

永井均

; 1301) 5回

田山花袋

4回

5

新潮文庫

フ.じぶん・この不思議な存在

講談社現代新書 (Jeunesse

8.翔太と猫のインサイトの夏休み

題ヘのいざない

他七篇

芥川龍之介

4回



(6)

コロナ社

98人気作家ベスト

司馬遼太郎

さくらももこ

鈴木光司

吉本ぱなな

村上 E

赤川次郎

ダニエル・スティーJ
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⑩村上春樹

【貸出回数による】

《【】内は'97年度の順位》

【②】

【①】

【ー】

【ー】

【ー】

【ー】

【⑨】

【⑦】

AERA

アサヒカメラ
アサヒグラフ
Ascn

オートバイ
週刊ベースポール
BE・PAL

BIG TOWRROW

美術手帖
文藝
文藝春秋
CAR GRAPHIC

中央公論
COSMOPOLITAN

電気と工事
週刊ダイヤモンド
DOS/V MAGAZINE
エレクトロニクス
ENGLISH JajRNAL (テーフ'付)
芸術新潮
合格情報処理
ギタープツク
PCUSER

/0

インターネツトアスキー

nternet Magazine
JTB時刻表
J. J.

関西ウォーカー
月刊経済セミナー
ーらしの手帖
LO(31N

M)TOR MAGAZINE

'9驥呈雑誌貸出しベスト10!

8点がインターネット、コンピュータ関係一

インターフットマガジン 朝回

3601 /0

オレンジページ 25回

日経Winpc 23回

21回インターネツトアスキー

⑳回Oh!PC

週刊ダイヤモンド 17回

月刊アスキー 16回

日経クノツク U回

松回ログイン

松回スクリン

軒雑誌

シド
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NEWSWEEK (日本語版)
NEWTON

日経会社情報
日経 CLICK
日経WINPC
日本語ジャーナル
スポーツクラフィック NL凩恰ER
Non no

α→I PC

音楽の友
オレンジページ
PASO

プレジデント
歴史と旅
'冊座
Savvy
サイアス: sclas
スクリーン
世界
設備と管理
新聞ダイジエスト
思想
就職ジャーナル
月刊スキージャーナル
スポーツ・アイ
すばる
サンデー毎日
週刊サツカーマガジン
週刊朝日
旅
関西ザ・テレビジョン
週刊東洋経済(別冊・脹増除く
山と渓谷
税経セミナー
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国際言語文化学部

S(H0ιAR' S SHモιFの New Face

(本学教員寄贈著書つーナー)

"sch01引'sshelf"には先生方から寄贈されだ、先生ご自身の著書が集められてい薮す。

新たに寄贈されこを紹j＼し薮。('99.6 2 ~ 10.15 の問)

者

篠原人(訳)

C

「メキシコ史」

名 出版社

白水社

工 学部

著者

和田龍児(編)

0

大村勝

書

「超精密加工技術」

名

「図学と製図」

出版社
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文系学部では本年度か

ら、 2~3年次生を対象

にした文献探索・図書館

利用指導を開始し萩しだ。

これはゼミ担当者と図書

館の担当者が合同で、効

率的で機能的な図書館の

活用方法を指導するもの

で、前期は、国際言語文

化学部の3年次生41ク

ラスと法学部の2年次生

21 クラスを対象として

実施し荻した。後期分は

現在進行中で、経営情報

学部の2年次生1フクラ

スを対象としてい荻す。

この講習はゼミごとに

授業時問を使つて実施し

゛/ー

摂南大学図書館報NO.59

ゼミの時間を使った

0

技術、医学・薬学など幅広い分野を対象としてい

薮す。収録対象年は、 5,500誌の内3,000誌が

1985年から現在荻で、 2,500 誌が1996年 6 月から

現在荻でとなってい薮す。検索項目は記事名・論

題名、キーワード、著者・雑誌名など様々で、多

様な検索が可能です。

内容は隔週で壷新され荻すので、常に新しい主

要論文・記事情報が入手でき荻す。荻だ、則hat'S

New?」という新着情報では、最新2週問分の雑誌

目次のウォツチンクもでき薮す。

0

ており、ビデオ「図書館

の達人」を使つだ図書館

の機能についての研修、

担当教員による専門的な

図書館案内、情報端末や

CD- R OM、インター

ネツトを使った情報検索

実習など、やや高度な学

習や研究に不可欠な文献

探索の指導を行なってい

薮す。

なお、新だに導入した

日外アソシエーツのVVE

Bサービス「条雋志記事索

引ファイル」もインター

ネツトの検索実習で紹介

してい荻す。

ノノ
ノ

＼

図書館(本館)では4月から、日外アソシエー

ツ御のVVEBサービスのーつ「雑誌記事索弓1ファ

イル」を参考図書室(5F)で利用できるように

し薮した。利用希望者は、カウンターに申し込ん

でください。使い放題のサービスですので、どし

どし使つてください。

この「条雋志記事索引ファイル」は、国立国会図

書館が収集する国内刊行の学術誌・大学紀要・専

門誌など約5,500誌の記事データを収録した国内

最大の記事索引ファイルで、人文・社会、科学・

【ミ'事索 j/

ー"で訓刷でずyプ

て四一
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お

本館

ビデオで見る!全13巻書物の歴史

第1部書物の文化史

第2部書物の解剖学

第3部本の談話室

各巻3部で構成されてい薮す。

書物に関する知識と教養の基礎を、あらゆる方

面から気軽な視点で解説してい薮す。

めの示看目ネ

摂南大学図書館報N0聡

露勃

英語の勉強もできます。

ジャズ詩大全全14巻

/ヤ

嘩蠢

世界遺産

日本ユネスコ協会連盟により地球の宝物

遺産)の保護活動が行われてい荻す。

1999. 10

かの、有名なジョン・レノンとボール・マッカ

ートニイが作つだ"YES花RDAY"。この哥知該突然、

恋人から別れを告げられだ男性の心痛がひしひし

と歌われている内容であつた。

何十年も歌われ、薮だ語り継がれてきた世界的

に有名な歌は、その時代背景をも想像させてくれ

る。

亘に残る心地よい歌を意味を理解しながら聴く

とより胸にしみるものがあるかも 0

講談社バイリンガル・ブックス

叉

本書は対訳の読みやすい図書です。この言口

しを英語でしてみたかっだUと英語で悩んで

あなだ!このシリーズの中で見つけてくださ

郭欝嚇網舜輪都郭郡郭轆愨欝備郭郭舜穣郭郭愨郷染都郭轍郭郭郭郭郷舜舜郡繋轆轍郭郭轍轍稗舜穣郷

編集後記

・ふと、思うにもう10月一・秋

2000年薮で残り少しとなつてし薮つた。

夏は、この世に生れてわずか2週間の命と言われるセミの鳴き声とともに始薮つだ。

そして秋は木々の緑が紅く染荻るわずかな日々で季節を感じる。

『000心と秋の空・・・』なんて言葉があるけれど。その瞬問を大切に生きれれぱイイサ・・・。

だだし大切にできる感性を磨かなくては・・・。 K. M.....
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