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． 
新入生諸君へ

新入生諸君を迎えて、一言ご挨拶したいと思い

ます。諸君は入学したばかりで、まだ大学という

ところがどういうところか、よ〈は判っていない

だろうと思います。もちろん入学までにいろいろ

聞いたり、見たり、想像したりしていたことでし

ょう。大学という未知の世界へ入るにあたって、

希望に胸ふくらませていた人も、随分多い乙とと

思います。しかし、それらの想像や希望の全部が

あたっていたとは必ずしも言えないことに、段々

気づいて〈るでしょう。ある点では予想以上にす

ばらしいと思うこともあるでしょうが、反対にま

るで違っていたと思うこうともあるかも知れませ

ん。期待を裏切られてガッカリすることもあるで

しょう。それはわれわれ大学関係者の努力の足り

なさによる場合もあるでしょう。しかし、また他

．面、大学というところは、諸君が今までびそかl乙
いTご

懐いていた願l"＼を打ち砕〈三とによって乙れl乙応

えることを使命とするというような、甚だアイロ

ニカルな一面をもっているのです。今日の大学の
うんおう

学部課程を、学術の組奥をきわめるところだとい

うような、昔流の考え方は敢て致しませんが、い

かなる既成の権威をも認めず、いかなる定説も徹

底的に批判してい〈のが、学問の世界であり、こ

の批判的精神を学生と共にするのが、大学という

ところだ、と言ってよいでしょう。ですから、ど

んな小さな地方の大学でも、大学教員たるものは

皆、そういう精神と意気込みをもって、世界の学

界に叫びかけ、学生の若々し〈柔軟な魂に訴えて

いるのです。したがって、学生諸君もそういうつ

もりで、自主的に勉学し、徹底的にものを考えて

ほしいと思います。そうしてそのための必要不可

欠の施設が大学図書館だと言ってよいでしょう。

図書館長 木 村 毅

ところで、戦前の日本の大学図書館では殆どの

図書がクローズ（閉架式〕になっていて、カードを

検索し、係に請求し、暫〈待？こされた上で、やっと

手に取って見ることができるという不便なシステ

ムでした。中を見て、組像していた内容とまるで

違うのにびっ〈りして、直ヤ返却するということ

も、随分ありました。今日の大学図書館ではたい

てい、学生諸君の勉学l乙必要な本は殆どオープン

（開架式〉にしていますし、需要の多い本は何冊か

揃えるようになっています。ですから、心がけさえ

よければ、い〈らでも自主的な勉強ができるわけ

です。どういう本を読めばよいかという点につい

ては、それぞれの講義で担当者から説明があると

思いますが、授業外の純然？こる教養書について

は、なるべく内外の古典を読んでほしいと思いま

す。われわれ戦前派の人間は、専門書以外は余り

図書館を利用せず、乏しい資金を懐中にあちこち

古本屋をあさって、ほしい本を手に入れ、読むと

直ぐ.r}fって、また別なのを買うというような乙と

を繰り返していたものです。しかし、今日の諸君

はそんなことをする必要はありません。本学図書

館にもそうしづ種類の本は、主として 2階の開架

書架に十分と言ってよい〈らし1備えてあり、諸君

の利用を待ってし1ます。まず何から読むべきかな

どと、読書方法論を考えるのも悪〈はありません

が、むしろ考えている暇に手あたり次第に乱読す

るのもよいものです。乱読しているうちに、おの

ずから選択の能力もついてくるでしょう。若い頃

新鮮な気持で読んだ文芸作品などは、われわれの

全生涯に随分深〈かつ大きな影響を与え、人間形

成に役立つものです。諸君が将来大学を卒業して

会社や役所などに入った場合、毎日考える乙とは

仕事のことばかりで、それ以外に話題をもたず、

拠るべき思想上の立場もないとしたら、なんとも

わひしい人生ではないでしょうか。（経済学部教授）
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一新入生諸君のために－

浩利

の

「大学の英語とはどんなものだろうか？Jと多少でも

期待もし〈は不安を抱いている新入生の諸君は英語の辞

書についても疑問があるに違いない。 「辞書は今の自分

ので間に合うだろうか、もっとし、いのを求める必要があ

るだろうか、求めるとすればどれがいいだろうか？」な

どなど。

そこでこの大学で英語を教えている教授数名に意見を

うかがった。辞書の種類は英和と英英に限定した。英英

とは英単語の語義用法などを英語で説明した辞典で、 ζ

れに親しむ乙とが英語の実力をつけ感覚をみが〈近道で

ある。アンケートの聞いと各教

授の回答は次の通りであった。

間「一般教養の英語を読む場

合、どのような辞典を学生が参

照する乙とを先生は期待されま

すか？」

空西哲郎教授小型の英和辞

典としては①が便利。これに⑭

⑬があれば聞に合う。図書館で

参照すべき辞典としては⑬⑪⑬

＠など。

安徳典光教授個人用として②または③。それに①④

⑤⑬などがいい。なお図書館で①⑫＠などを利用するこ

と。

非常勤講師の中で辞書に造詣の深い次のお二万にもご

意見をうかがった。

林哲郎九大勲授 一般教養英語を読むために自分で所

有すべき辞典を 2冊選ぷとすれば①と⑫であろう。

磯部薫福大助教授英和では①⑪、英英では⑬⑬＠が

ベストである。①は語義の検索の容易さ、洗練された訳 ．．． 
語、効果的な用例などの点で小型辞典中群を抜〈。⑪も 一

優秀な辞典で語法、連語法、類義語の解説が有益。‘ただ

し収録語数がやや不足。⑬は語義が初学者向きで用例も

多〈教養課程の学生には打ってつけの辞書。今回の改訂

で新語義や口語俗語も相当追加

された。＠は要点をっき連語法

も示してある。文学的香り豊か

な辞書だが慣れるのに時間がか

真鍋誠助教授手許にお〈辞典もあまり小さいのより

①ほどの大きさのがよい。それに⑬などによって語のニ

ューアンスを的確に理解すべきである。疑問が生じたと

きには図書館で③①⑬などを参照すればいい。

大森衛教授 ⑬⑭⑫などがいい。わたし自身は今でも

⑦をよく使う。古い辞典だが文脈の中で語句の使用法を

理解するのに便利。 『コンサイス』だけでは不十分。

田中輝雄教授携帯用としては①か①a 後者は基本的

文法事項や重要な機能語は囲み記事でくわし〈説明して

いる。中型では①か③の両方または一方を机上に備える

乙と。また⑪は熟語のほとんど全部に例文が入っていて

大いに役立つ。英英は⑬か＠。大辞典としては⑫だがこ

れは図書館で。

佐渡谷重信教授個人用としては①①、図書館で利用

する辞典としては⑤⑮。

カ〉る。

以上がアンケー卜の大要であ

るが、諸君の参考になれば幸い

である。辞書についてとくに研

究したい人は林哲郎『英語辞書

発達史』 （開文社）、永嶋大典

『英米の辞書』 （研究社）など

を参照されたい。

①新英和中辞典附社）②新簡約英和辞典例社）．

①岩波英和大辞典 ④新クラウン英和辞典（三省堂）⑤

カレッヅクラウン英和辞典（三省堂）①新英和大辞典

（研究社）⑦熟語本位英和中辞典（岩波）①現代英和辞

典（研究社）①ニューワールド英和辞典（講談社）⑬ア

ンカー英和辞典 ⑪新クラウン英語熟語辞典（三省堂）

⑫ランダムハウス英和大辞典（小学館）⑬新英英辞典

（研究社）⑬OxfordAdvanced Learner’s Diet. ⑬ 

Webster's New Collegiate Diet.⑬Random House 

Diet. ⑪Webster’s Third New International Diet. 

⑬Webs tr’s New World Diet.⑬American College 

Diet. @American Heritage Diet. @Pocket 

Oxford Diet. ⑫Concise Oxford Diet. 
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特集

新入生のための読書案内
一各教授に聞く

真鍋 誠助教授

(I) 佐伯彰一他『英米文学で何

を読むか』 （研究社）佐伯氏

を始め 5名の英米文学者によ

る座談会形式での読書案内。

くつろぎつつ、英米文学読書の面白味 を教えて〈れ

／：~.c'X~~~.%＝~~%.＝拡；~~$；；..~理：＝＇%；；；；~；ニ；~z＝~：~窃；＝~；滋：...~E"~弘

L.K.シィート．教授

図書館から 3問の本の推薦を依頼されたが、3冊だけ

． 
推薦するのはむずかしい。一人一人の経験、興味、個性

などが違うからである。

まず聖書を読んで、ほしいが、図書館で借りて読むより

は自分で持つ方がよい。しかし、 「人生を変える」とい

う新しい編集の新約聖書〔194.5. 0〕を勧める。又、 W

－パークレーの聖書註解シリーズの l冊、たとえば「Jレ

カ福音書」 〔194.64. 10〕を勧める。 3冊目として、キ

リスト者の作家である三浦綾子の「道あり き」を推薦す

る。

西南大に居る折りに、自主的にキリスト教に関する本

を読んでみようと思わないか。
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台信 達二 教授

． 

現代文明はエネルギー抜きでは考えられない。 1971年

の世界のエネノレギー消費量は、石炭に換算して約71億ト

ン、1人当たり約2トンで、乙れは 1人 1年間に摂取す

る食糧の必要カロリ ーの17人分になり、いわば世界の 1

人 1人は17人の召し使いを使って生活を営んで・いること

になる。エネノレギーは一般消費者にとっては商品であ

り、技術者にとっては熱源、動｝Jとなり 、経済学者にと

っては国富を示す主要指標となる。わが国の高度成長

は、安価な石油を購入し、環境や公害を第二義的なも の

としてf住進されたが、先年の石油シ ョック以来‘安定成

長を余儀な〈され、乙れは産業構造の変化にも及ぶこと

になった。どの方面に進むにしても、学生時代にエネノレ

ギー問題を考えてみることは必要と思う。手許にめる数

冊を参考にあげる。

OD.H.メドウス著成長の限界（ダイヤモンド社〉

〔333.0.67〕

0エネノレギー 東大公開講座（東大出版会）

O国土科学 (NH Kブックス）

0未来のエネルギ一 一新資源の探究一（日経）

Oあすのエネノレギー （朝日新聞社）

0地球の資源日本の資源 （毎日新聞社）

0燃え尽きる地球 （朝日新聞社）〔568.9.8〕

0日本国勢図会1974年版 （国勢社）〔351.0. 5-25〕

る。

(2) A・パージェス（前JI！祐一訳）『現代小説とは伺かJ

（竹内書店） (901. 3. 14〕英米を中心に現代!J、説につ

いての示唆に富む入門書。

(3) フソレフインチ（野上弥生子訳） 『ギリシア・ローマ

神話J （岩波書店）

｜フランス塑｜ 末松寄助教授

新入生の諸君に本を推薦せよとのことですが、困りま

したね。これを読めばフランス語がうま〈なるというよ

うな特効薬めいた本など一向に心当りがないのです。あ

れば、早速なけなしの金をはたいてでもこっそり買い入

れ私もフランス語がうま（なったでしょうに。結局はフ

ランス語で書かれた本を多読熟読するより他はないんじ

ゃないてずすか。しかしそんな覇気が一体あなたにあるん

ですか。

新しく或る言葉を学ぶとはどういう困難な仕事かとい

うことを考える材料になる次の 2fl日を紹介しましょう。

l.杉田玄白『蘭学事始』 （岩波文庫5095) 〔Hu z. 
402. 1〕

2. 「どちりいな・ きりしたんJ （岩波日本思想大系25

『き りしたん書』所収） 〔091.198. 4〕

それから、初歩を学んだあと使ったらよいと思う辞書

として、

Le Petit Robert (Le Robert, 1968）がありま

すね。

｜商 学／－経営史 一

関本幸雄 教授

学問の体系は、理論・政策 e歴史が三位一体となって

いるところにあるといわれています。この意味におい

て、経営学を勉強されようとする諸君は‘経営の理論・

管理（政策）の勉強とともに、経営の歴史もまた大切だ

といえます。ただ、との学問の成立の年輪が浅（ 、それ

自体の体系化はなおこれからの課題ですが、 一応参考に

なる図書をあげておけば、 つぎのようなものです。
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中JII・森川 ‘由主｜：編「近代日本経営史の基礎知識」

有斐閣、野口祐編「経営史概説」南雲堂深山社、

〔335.02. 11〕上林 ・栗田・井上＠笹川共著 「経営史の

研究j ミネノレヴァ書房〔335.02.旬、米川伸一著「経

営史学」東洋経済新報社〔335.0216〕
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吾郷健二助教授

伊東光晴『現代の資本主義ーやさしい経済セミナーJ

筑摩書房。まず最初にこれを読んで現実感覚を身につけ

た後、近代経済学関係なら、岡本哲治『価格の理論』東

洋経済新報社や稲田献ー『新しい経済学』日本経済新聞

社〔331.17. 1〕でじっくりと経済学入門をしよう。マル

クス経済学関係なら「マノレクス・コメンターノレ』全5巻

現代の理論社や、 『講座マノレクス経済学』全 7巻 日

本評論社〔331.34M. 128Jが面白いが、かなりユニ｛ク

だから．より正統的な理解としては、 『新マルクス経済

学講座』全6巻有斐閣〔331.34M. 113〕がよい。そし

て、学士号をもらうまでに、スミス、リカード、マルク

ス川レーニン、ケインズ、ワノレラスといった古典は、毎

年の目標を定めて、休み中にでも読破したい。

｜法学｜ 川上宏二郎 教授

法学部にはいった学生諸君の多〈は、すぐ専門の法律

学を学びたがる傾向にあるが、け なによりもまず、文

学、歴史、社会などに関する知識を広〈吸収することが

望ましい。

付ついで、そうはいっても、乙れからの4年間、法

学部で過ごすに当たり、法というものについて理解して

おくことも必要で、ある。

(1）我妻栄民法案内I （ー粒社）〔324.w. 5-lJ 

(2）渡辺洋三法というものの考え方（岩波新書）

〔092.32.1〕

(3) イェーリング 法における目的（日本評論社古典

文庫）

以上3冊は、いずれも、入手しやすく理解しやすいの

で、是非熟読玩味しておいて欲しいものである。なお、

(1）の著者は民法学者でわが国法学界の第 1人者である

が、その逝去（昭48）後、上梓された、（4) 法学概論、（

法律学全集2 有斐閣） 〔320.82. 11-ZJまた、刑事法

学の重鎮で、初めての大正生まれとして最高裁入りし（

昭49）話題をよんだ、（5) 団藤重光氏の、法学入門（現

代法学全集1 筑摩書房） 〔320.82.29-1〕は、程度は

高いが、是非一度は、手にして欲しい本である。

同最後に、「法学セミナー」 227号（昭49.8）に、

法学界の大先輩が推せんする読書案内が掲載されている

ので、（寸・悼との関連からも参照して自ら選び出し、

5、6月頃におち入りやすい虚脱状態を克服して欲し

し、。 ． 
（児童教育学｜ ヒ野武教授

OJレソー『エミ ーノレ』 （上・中・下）岩波文庫〔SOT. 

371. 1-3〕

教育学の古典中の古典。性善説の立場によって貫か

れ、人間の内なる自然性に従う教育の重要性を強調して

いる。 大人（教師j 中心から子ども中心の教育観へのコ

ペノレニクス的転回を果した画期的な書物でもあり、人生

論的に見ても興味深い。

0ペスタロッチ『隠者の夕暮・シュタンツだより』岩波

文庫〔091.370. 1〕

「すべてを他のために、おのれのためには何物も」

一一墓碑銘にそう記された人。貧児への愛に生き、愛に

死んだ人っ教育史の最高峰に位する人。 「ペスタロッチ

的 ｜らずして瞬間るなかれ」とさえいわれている。 ． 
0フレーベlレ『人間の教育』 （上・下） 岩波文庫

ルソ一、ペスタロッチの精神を継承し、世界で最初の

幼稚園を創設した人の主著。官頭から難解な文章でうず

まっているが、幼児教育を目ざす者には必読の書。 『つ

レーベノレ自伝J（岩波文庫） 〔091.372. lJは読み易いの

で、併読してほしい。

注、書名のあとの〔〕内の数字は図書館の請求番号

（分類番号〉です。

この番号が本に貼つであるラベノレ（和書 ・赤、

洋書・ 青）と一致するわけです。
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2）書名目録 （和漢書のみ）

図書館をよりよく利用するために 書名をヘボン式ローマ字綴のA

B C順に配列した目録で、書名（

全集 ・講座名）さえ知っていれば
一一新入 学生への案 内 一一一

広い教養と深い研究のために、大いに図書館を利用し

て十分、自分のものにしてください。

それでは当館の利用法を紹介しましょう。

図書館利用の方法

入館のときは、必ず学生証を携帯して ください。

1)学習室の利用（ 1階）

．。 携帯品を所持したまま 自由に利用できます

。室内には文庫本・辞書などが並んでいます。

利用したい時は、インターホーンで連絡して〈だきL'o 
2）開架閲覧室の利用（ 2・3・4階）

。2階の受付で学生証を提出し、カバン ・コート類をロ

ッカーに納めて入室して〈ださい。

。開架閲覧室では、書架に並んでいる図書や雑誌を自由

に取り出して閲覧する乙とができます。閲覧した図書は

書架に返さないで、必ず返却台lζ置いてく ださい。

3）閉架資料の利用

。閉架資料は、直接書架から手にと って選択することは

できません。従って利用したい時は、 1階の目録コーナ

ーで検索して 2階の受付に請求してください。

館外帯出（貸出）

図書の貸出をするには貸出係のと ころで学生証を提示

して、帯出証の交付を受けてください。

。帯出証と図書カードに所要事項を記入して貸出の手続

． をしてください。

。貸出冊数は 2冊以内（休暇中長期貸出は 3/T日以内）で

す。期間は11日以内。

。大学院学生は10冊1か月以内です。

。卒業論文作成のためには特別貸出が認められます。

3冊 1か月以内です。

。期日内に返却されない場合は、帯出期間を超えた日数

について 1冊 1日5円の延滞金が徴収されます。延滞中

は、貸出ができませんので注意して〈ださい。

目録の検索

図書館資料をより効果的に利用するには次の目録を適

宜使いわけで検索して〈ださい。

1）著者名目録

著者名を手がかりとして検索する場合の目録です。

ヘボン式ローマ字綴のAB C順に配列されています。

（正確な書名を知らな〈ても利用できます。）

検索できます。しかし、ドストエ

フスキーの「罪と罰」などは、単行本もあ り、 また、ロ

シア文学全集・世界文学全集にも入っていますので、注

意して調べる必要があります。

3）分類目録

日本十進分類法によ って、図書を内容別に系統的に分

類し、分類番号順に配列されていますので、著者や書名

を知らな〈ても、図書の主題内容さえわかっていれば利

用できます。

4）ほかに卒業論文目録・レコード目録も備え付けて

あります。

指定図書

学期の初めに講義担当の教授が、 その論議の受3持者に

必ず参考にしてもらいたい図書を指定したものです。

2階閲覧室に備えていますので、十分活用 していただき

たいと思います。

学術雑誌・論集

論文作成のときなど学術雑誌や大学論集を参照する必

要が起ってきます。学生用雑誌は部門別に各｜惜の関覧室

雑誌、コーナーにあり ます。 その他の学術雑誌を利用した

い時は、受付1ζ申し出て〈ださい。

視聴覚機材の貸出

教職員や学生諸国体の教育、研究のためK利用できま

す。学生諸団体は、その団体の部長の承認を経て申し込

んでください。

16ミリトーキ ー映写機、 8ミリ撮影機ー映写機、スライ

ドプロヅェク ターなどがあります。

。詳細にわたっては「西南学院大学図書館利用案内」を

熟読してく ださい。

。意見や希望があれば l階の投書箱を利用し、わからな

いことがあれば、どしどし館員におたずねください。

（奉仕担当野口順子）
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く学外図書館の利用について〉

教育研究のため、学外の図書館をと利用の場合は、図

書館相互利用の申し合わせにより、次のとおり利用でき

ます。

I. 本人が直接利用する場合

(1）たとえば休暇中で帰省先の図書館を利用 したい時

など。本学図書館長が発行の「利用願」を利用する

図書館の受付に提出して〈ださい。なお、その際学生

証明書も同時に携行してください。 （「利用願」用紙

は本館受付に申し出て〈ださい。）

( 2）閲 覧 上記（1)の手続を経て閲覧できます。

( 3）文献複写 申込手続およひ規定料金を支払っ t

利用できます。

( 4）帯 出 原則として認めていませんが、上記

(1）の手続きを経て利用する図書館の

館長の許可を得れば、若干数の図書

の短期間の帯出が認められることが

あります。

II. 本学図書館を通じて近隣または遠万の図書館を利用

する場合

1.国立国会図書館の場合

1) 図書は10点以内の借用ができます。

規則により返送費だけ利用者が負担します。

借周期限は 1か月以内です。

2) 文献複写を依頼する場合、それに要するゼロッ

クス代および郵送費は利用者が負担します。

3) 所定の申込用紙がありますので、末館参考係に

申し出てください。

2. 国・公・私立大学図書館の場合

1 ) 図書の借用は原則としてできませんが、 「図書

館中目互利用」に基づき、特に借用できる場合があ

ります。

2) 文献複写は依頼する乙とができます。 （国立大

学図書館の場合は、申込用紙があります。）

3) 複写料金および郵送費は、利用者が負担します。

く人 事＞

50. 4. 1付 山口美鈴氏任用。

奉 仕係より

新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。

乙れからの学生生活に大きな期待を抱いておられること

でしょう。

その第一歩として、ぜひ図書館に通われる乙とをおす

すめします。私たちの大学図書館は、その規模、設備、

また蔵書数においても皆さんの要求を十分、満だして く

れるものと思います。又、不明な点は遠膚な〈お尋ね下

さい。美人で親切な館員がお答えいたしますので。

どうぞ図書館とよいお友だちになれますように。CM.S) 

文献複写 ｜・
本館では複写機を備え、教職員や学生の研究用の ｜‘’ 

文献複写を行なっています。論文作成、研究発表、 ｜ 

試験その他研究に必要なものであれば、本館の図書、 l

雑誌その他の資料の複写サービスを受けることがで

きます。（ノート類は受け付けていません）

文献複写料金

｜ サ イ ズ 団 :___Jg__j電子リコピー｜ゼロックス
AS以下 ｜ l枚 I 10円

_B 5 1~1」~－－－I 30円
I /; I 20円

B 4 I 11 I 25円

＜告知板＞
0 春休長期貸出実施中。冊数は 3冊以内。期限は、

4月26日（土）まで。

0 春休中の開館時間

4月15日（火）まで午前9時から午后5時まで

（土曜日は12時まで）開架閲覧室を開き、学習室

は躍しています0168（水）からは平常開館です。 ．

くあ とがき〉

利用者の皆様は 6日間もの在庫調査期間中、閉館して

きぞご不便だったこと〉思います。

館員一間、ほ乙りにまみれて 1冊 1冊を、今、 1度手に

して図書館に働いている誇り（挨）に感慨を新たにして

います。願わ〈ば壌にまみれたかわいそうな本にならな

い様どしど し利用してやって下さい。 2月に社会見学の

一環として幼稚園児が来館して〈れました。あいにく後

期試験中のため入館見学はご容赦いただ、きましたが、受

付の所から、かわりばんこに閲覧室をかいまみては先生

の「静かにみるのですよ」という注意のためか、「本がい

っぱいあるネー。」と、ひそやかな感嘆の声をあげ、てい

る姿は印象的でした。 この年代から図書館を利用する

くせがつけば大学生になっても生活の一部として必要か

〈べからざるものとなってくれるでしょう。 CY‘F .) 


