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学問の王道

図書館長 川島信義

(1) 

「よくやった／みごとだ／スミス君。私は君の く スミスのそう した書物をはじめ、人類が生

仕事に大喜ぴしています。一読して私の大きな んだ数多くのすぐれた書物が蔵きれている。そ

心配はふっとびました。－－－それを読むには大変

な注意力が必要ですし、世間の人々はそっいつ

注意力をあまり払いたがりませんから、私はそ

れが最初大変な人気を博しているといっても 、

やはり暫くたってみないとわからない とは思い

ますが、しかし この本は深淵な、充実した、鋭

いものをもっており、・・・ついには世間の人々の

注意をひきつけずにはいないと思います」。

1776年 4月1日、当時イギリス・スコットラ

ンドの第 1級の哲学者であり、アダム・スミス

の学問上の先輩でもあったデヴイッ ド・ヒュー

ムは、スミ スの畢生の大著『諸国民の富』が出

版され、その献本をつけとると、さっそくスミ

スにこのような賛辞の手紙を書き送った。 ヒュ

ームの予言どおり、スミスのこの書物は、その

後ますます多くの世間の人々の注意をひくこと

になった。しかもそれはただひとりイギリスに

おいてのみならず、全世界のほとんどすべての

国語に翻訳きれて、愛読されることになった。

それは今日なお政治・経済・社会、そして人間

についての鋭い洞察を示した名著としての生命

を、けっして失ってはいない。

(2) 

わが西南学院大学図書館には、いうまでもな

の数約42万冊。 しかも毎年約 2万冊の新しい書

物が購入されている。購入きれ所蔵される書物

の数の増大が、学聞の世界の広きと深きとそし

て高まり とを反映していることはいうまでもな

い。毎年発行される内外の数おおくの書物の中

から、図書館が所蔵すべき書物に漏れがないよ

う、先生方はその選定に尽力されている。また

蔵書の数の増大とともに増大する仕事量にこた

えて、図書の発注、受入、整理、情報の提供、

貸出しなど、図書館業務に力を尽くきれている

図書館員の方々の労苦をも、われわれはけっし

て忘れてはならないであろう。大学図書館は、

そうして多くの人々の有効な利用を待っている。

(3) 

「学問には坦々たる大道はありません。学問の

急峻な山道をよじ登るのに疲れることをいとわ

ない人たちだけが、その輝かしい頂上をきわめ

る希望をもつので、す」。

アダム・スミスに多くを学んだ19世紀の、同

様に偉大な経済学者は、こう語った。図書館の

蔵書の数々は、その学聞の王道の何たるかをき

し示しているといってよいであろう 。

経済学部教授（経済学史）



(2) Sei：れα札 Gα・kuiγLU礼ive：γ立tヲLibγαアヲBullet1i：札 No.1 0 5 

読書の秋特集
一私のこの一冊－ #. 

『世に棲む日日』

司馬遼太郎著

文学 部 助 教 授 松 村 敬 治

日本の歴史の中で幕末か

ら明治維新にかけての時代

ほど波澗にj荷ちた時イtはな

い。西欧の列強が、アジア諸

国への侵略を日本へも及ぼ

そうとしているさ中、日本

は徳川幕藩体制を打破し、

近代国家を成立させたので

ある。この時代を扱った小説は沢山あるが、私

は『世に棲む日日』が一番好きである。理由は、

単に高杉晋作が好きだからである。 『世に棲む

日日』は倒幕に対して陰と日向の力となった吉

田松陰と高杉晋作の生涯を司馬遼太郎流の客観

性で著わした歴史小説である。この本は机に正

座して読む本ではなく、気分転換に寝転んだり

して読む本である。明治維新を扱った小説を読

んで感心することは、その時代に、 今のどの政

治家も及ばない有能な人材が多数輩出したこと

である。しかもその大部分は長州藩で輩出して

いる。考えるに、学問的な土壌がある程度でき

ていれば、危機的状況に際して、その危機を救

うべく必要に迫まられて、人材が生まれて来る

のかも知れない。 今の世は、一見平和で有能

な人材など必要ないょっに思える。 しかし、

目を澄ましてみると ゆるやかだが着実に一つ

の方向に動いているのが見えてくる。今こそ、

吉田松陰の繊細きと高杉晋作の豪快きを合わせ

持った人が現われて、人類を破滅の

道から真の平和の道へと導いてほ し

い。そして、それが西南大出身者で

あれば最高で、ある。
（まつむらけいじ：化学）

「生きよ、そして

記憶せよ」
パレンチン・ラスプーチン著

経済学部助教授上 垣 :ft/ 

早ク

私の‘ような不粋な人聞が

文学作品の名をあげるのは

気恥ずか しいが、 「この一

冊を」と言われてまず思い

ついたのはこの本である。

作者ラスプーチンはシベリ

ア生まれの現代ソヴ戸イェト

の人気作家で「怪僧ラスプ

ーチン」とは別人。作品の舞台はシベリア・ア

ンカ、、ラ河畔の寒村、主人公ナスチョ ーナは独ソ

戦の前線で、戦っている夫を 夫の両親と共に住

み共に畑を耕しながら、待っている。 ドラマの

発端は、この一家が所有する風呂小屋（母屋か

らはだいぶ離れている）のよそ者にはわからな

い場所に匿しておいた斧が盗まれるというきさ

いな事件であった。最初この話をなにげなく聞

いていたナスチョーナは不意にある恐ろしい推

測にとりつかれる。彼女の推測は的中した。夫

が隊を脱走して故郷の村に帰ってきてしまった

のだ。風呂小屋での二人のやるせない逢瀬がは

じまる。彼の存在は彼の両親にさえ知らせるこ

とができないのに、遂に彼の存在の証明がナス

チョーナの身中に息づきはじめる。 ドラマは厳

しく美しいシベリアの自然を背景に淡々と進ん

でいく。ロシアの農民はどのように生き何を記

憶してきたか、ここにはすべてが描かれている。

しかもなお「生きよ、そして記憶せよ」と命令す

る作者の祈りにも似た真情に私は感

動を禁じえない。

（うえがきあきら：計画経済論）
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読書の秋特集
一私のこの一冊－ #. 

「阿片戦争』
（講談社文庫）

陳 舜 臣 著

法学部助教授 山 田 洋

「読書の秋」にあたり「こ

の一冊」を推薦できるほど

の「読書人」でも「教養人」

でもない。商売柄、行政法

学関係の専門書は読まない

わけにはいかない。しかし、

こうした読書には相当の苦

痛がともない、 「読書の秋」

の風情からはかけはなれてくるから、到底、他

人にはお勧めできない。さりとて、 「読書の秋」

にひもとくにふさわしい純文学書や教養書の類

とは、ここ何年も縁がない。専門書以外の読書

といえば、休日などに自宅のソファーに寝ころ

がって、文庫本のミステリーや歴史物などを読

みとばす程度という極めて貧しい読書生活が何

年となく続いている。

こうした中で、近年、よく読むものに陳舜臣

氏の作品がある。ご存知の方も少なくないと思

うが、陳氏は神戸に生れ育った中国人作家であ

り、日中関係とくに在日中国人社会を背景とす

る推理小説や中国の歴史を題材とする歴史小説

を数多く発表している。氏の代表作としては、

『中国の歴史』を挙げるのが当然で、あろうが、

全15巻におよぶ大著であり、 「この一冊」とい

うには不適切といえよう。ここでは、中国！近代

史上の大事件に取材した歴史小説である『阿片

戦争』を挙げるにとどめたい。氏の中国史に関

する該博な知識もさることながら、その平易か

っ典雅な文章は、現代日本の名文のーっとして、

学ぶべきものがあろう。

「面白くて為になるJ小説といえよ

っカミ。

（ゃまだひろし：行政法）

『日帰りの山

福岡県ハイク・ガイド』
西日本新聞社登山部編

図書館整理課 品川寿子

今年の夏はことのほか暑

く、気象記録を次々と更新

したようです。夏休みの一

日、こんな厳しい暑さをの

がれて、背振山系のピーク

の一つ金山に登りました。

険しいコースでしたが滝や

沢は天然のクーラー。樹間

では小鳥やセミが鳴き、山頂付近のブナ林は深

い緑におおわれて快く 急な坂をあえぎながら

登り山頂で眺める展望はえもいわれぬ快感でし

た。

福岡は海や山に近く住み良い環境だと思いま

す。この本は58年に出版きれましたが、一部ルー

トの変更や、紹介記事の修正をして現在第二版

が出版されています。取り上げられた山や高原

は75、他にコースタイムなども収録されていま

す。この本を片手にいろいろなコースを辿って

みるのはいかがですか。久し振りに叶岳に登っ

たら高祖山までの登山道がきれいに整備きれて

いるのには驚きました。台風13号の後で木が倒

れ木の葉が散って緑のジュウタンを踏みしめて

登りました。

悲しみの心をゆだねられた自然は打ち沈んだ

表情を示して慰め顔に横たわり、楽しい心をゆ

だねられた自然は生き生きと喜びをきさやきか

けてくれます。時には自然と対峠して思索に耽

るのも良いと思います。

（しながわひきニ：洋書整理係）
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読書の秋特集
一私のこの一冊－ ~－ 

「四季抄風の旅』
星野富弘著

文学部 3年本間智子

この本は、中学校の体育

教師だった作者が、クラブ

活動の指導中、誤って墜落

し、手足の自由を失った後、

口に筆を持ち描いた絵と詩

による詩画集です。絵一枚

一枚に添えられた詩は普段私達が忘れてしまっ

ている気持ちを表したものばか りです。作者は

筆が握れなくなって、文字が書け絵が描けると

いう 素晴しさを教えられ、そして自分の身の回

りが、草花、人の愛、 神のみわざなど、驚く よ

うなことで満ちていることに気づ、いたと害いて

います。 しかし作者がこのような気持に至るま

でに長い年月を要し、故初Jに絵を:trli1.-、たH寺には、

聖書の一節「すべての-4-J＼.を 、つぶやかず、疑わず

に行いなさい」と心に思いながら拙き、昨しし

時に踏み出す一歩は心細いものだけれど、その

一歩の所には、くよく よしていた時には怨像も

つかなかった新しい世界が広がっている ことが

ある とこの本の中で語っています。 日頃私達が

忘れてしま った り、当然のこととして見過して

しま っている大切な事を思い起こさせ、改めて

生きていること、自然、人との愛な

どの素晴しさに気づかせてくれる本

だと思います
。（ほんまともこ ：仏語専攻）

「アイアコッカわが闘魂の経営』
リー・アイアコッカ著

(Lee Iacocca) 

商学部 2年保田隆志

この本は、倒産の危機に

瀕していたアメリカの自動

車会社クライスラーを、 奇

跡的に再建させたアメリカ

ビジネス界の英雄的存在で

あり、米財界では最も人気

の高い経営者である、 リー

・アイアコッカ氏の自叙伝

です。すでにベストセラー

となった本ですので、知っている方も多いので

はないかと思います。

「よく考えてほしい。過去の50年は、来たる

べき 50年の指針になり得る。さらに、過去の50

年は、われわれに正しいことと曲ったことの違

いを教え、勤勉のみが成功への道で、あることを

教え た。世の中にタダめしは存在しないことを

教え 、生きてい くためには生産しなければなら

ないことを教えた。 そのょっな教訓こそ、アメ

リカを偉大にしてきた価値観なのである。」

」の言葉からわかるように、彼は努力によって

成功を勝ち得たのであって、この本は単なる成

功物語ではありません。 彼の精励努力や苦悩や

Zびが、そして彼の哲学が、笑に感動的に描か

れています。

またフォー ド、 クラ イスラーという、大企業

における経営管理、財務、人事等の問題の記述

は、ビジネスの世界で生き ている人のみならず

私達学生に も、ビジネスの奥深き、面白きを伝

えてくれます。

ビジネスの世界を理解し、興味を高める上で

読に値する本であり、また人生の

哲学書として読んでみても、おも し

ろいと思います。

（やすだたかし ：経営学科j
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UN at a GLANCE 
一国連 の諸活動を調 査す るために －

今回は国連活動を理解してもらうために基本

的な図書および文書を紹介します。

① 国連機構・過去の諸活動を知るには？

・Everyman’s United Nations; 1946-1965 

8出 ed.(Sal白 no:E. 67. I. 5) 

・Everyman’s United Nations ; 1966-1970 

(Sales no 71. I. 13) 

・Everyone’s United Nations.1966-1977 /78 

説hed. (Sales no: 79. I. 5) 

これらにより、 1946～ 1978年までの詳細な諸活

動を調べることができる。また簡単な解説書とし

て BasicFacts about the United Nations （定

刊）があ り、これの邦訳版として「国際連合の

基礎知識」が出版きれている。最新版は1984年

版。

② 国連活動の年鑑は出版されていますか？

・ Yearbook of the United Nations (1946-) 

巻末に件名索引付き。

③ 最近の活動状況を知るには？

・ United Nations News Digest. （日刊）

・ UN Chronicle.(1964-) （月刊）

・月刊国連 （月干iJ)

④ 国連総会で採択された決議一覧表はありま

すか？

・ Resolutions and Decisions adopted by the 

General Assembly during its一一一 session

その年の総会公式記録（GeneralAssembly 

O伍cialRecords）のsupplementの最終出版

物として発行されている。

⑤ この決議一覧表の邦訳版は？

「国連総会の事業」第 6回（1952－）外務省

小嶋哲

これには各議題の審議経過と結果も記載され

ているので、便利である。

⑥ 総会の議事録索引はありますか？

・ Index to Proceedings of the General 

Assembly (1953-) （年干IJ)

(ST /LIB/SERB/ A. l～） 

その他に、本会議議長・副議長リスト、会議録

のドキュメ ント番号順チェ ック リスト、発言者

・件名索引、議題一覧が付いている。

⑦ 国連刊行物の目録はありますか？

・ United Nations Sales Publications. 1972-

1977. (Sales no: 78. I. 10) 

件名・書名・ドキュメント記号索引付き。

・ United Nations Publications in Print （年刊）

書名索引付き。

・ The Complete Reference Guide to出e

United Nations Sales Publications ・ 1946-1978 

2巻。 UNIFOPublishers, 1982 

書名、セールス・ナンバ一、キーワード

(KWIC）索ヲlイ寸き。

（ただし、市販国連出版物の目録であり、専門

機関の出版物は収録きれていない）

⑧ 最近出されたドキュメントを知るには？

・ UNDOC Current Index. (1979-) （年10回刊）

その他に最近発行された刊行物・公式記録リ

ストが付いている。またドキュメント・刊行物

を包む書名・著者名索号｜が付いており、包括的

な検索ツールとして便利で、ある。

・ Daily List of Documents Distributed at 

Headquarters. （日刊）

（こじまさとる ：情報サービス課国連係）
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便

初めて図書館を利用し、その利用の方法がよく判らずとまどったことのあるみなさんへ、また、

まだ図書館の利用方法がよく判らないみなさんへ、以下簡単に入館・貸出方法などを、 Q&A方

式で説明しましょう。

Q1 学生証を提出しなければならないのは、

なぜですか。

A 本学学生以外の者の無断入館を防ぐため

です。

Q 2  なぜ赤と自の入館票があるのですか？

A 赤・ーロッカーを使用している人

学生証をロッカ一番号で整理します。

女学生証を提出するときは、ロッカ一番

号をはっきり、正確にお願いします。

白…ロッカーを使用していない人

学生証をアルファベット順で整理して

います。

Q3  なぜ、ロッカーを使うのですか？

A 袋物（パック ・紙袋・ビニール袋等すべ

て） ・コート類は閲覧室内に持込み禁止

ですから、ロッカーに入れて下さい。

安一階のコインロッカーは、使用後お金

が戻りますから、忘れずにお持ち帰り

下さい。

③鍵の館外持出し、図書館利用時間外の

ロッカーの使用は禁止です。

＊鍵を紛失した場合は弁償ですし、原則

に反したロッカーの使用に関しては、

始末書をとりますので必ず守って下さ

L、。

Q 4  雨降りの時、傘は？

A 1階入口の傘袋に入れて、いつも手許に

置いておいて下さい。

． 
Q5 大学図書館というと、どうもイメージが

カタイですね……

A 大学図書館といっとやっぱり専門書が大

きい顔していばってますから・ーでも、例

えば、ベスト・セラーズコーナーもありま

すし、『るるぶ』、『モーターファン』などの

娯楽雑誌もあります。

． 
女気軽に図書館にきて、閲覧室内を散策

することをお勧めします。

令あれっかというような本に出逢うので

は？

Q6  各階に受付があるのですか？

A 2階・ 3階・ 4階を利用する場合は、必

ず、 2階で学生証を提出して下きい。

あとは、自由に閲覧できます。

Q7  本は、どう やって捜せばいいのですか？

A 3階の目録カードでまず請求番号を、調
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ぺて 卜さし。

＊貸出中かどうかも受付でわかります。

本が並んでいない時は、遠慮な〈質問

にきて下さい。

． 
4・
同，

e”，. 
~可 ． 

QB 閲覧室に並んでる他にも本がありますか？

A 閉架図書室 ・書庫に、古本 ・利用度の少

い本 ・貴重書 ・雑誌のパックナンバ一等

があ ります。

目録カー ドにICLOSEDIの印がついて

います。

女利用したい時は、受付備付の＊閉架図

書閲覧票。に記入して申し込んで下さ

し、。

Q9  辞書はありますか？

A 2階…一般教育関係図書

3階…児教・商・経済学関係図書

4階…法・英・仏文学関係図書

そのそれぞれに関連した辞書は、その階

の一般図書と別置して置いてあります。

女だから、例えば＊英和辞典。は、 4階

の辞書棚にあります。

Q10 本を借りたいのですが？

A 貸出用のカードを作ります。

借りたい本を持って受付に申し込んで下

きい。

Q 10a何冊借りられますか？

A 3冊です。

Q10b貸出期間は？

A 11日間です。

食もう少し借りたい場合は、申し出ると

一度だけ更新できます。

⑧返却期限日に遅れた場合は更新できま

せん。

一特別貸出もあります。一

女休暇中は、 5冊・長期貸出

女卒論用は、その他3冊・ 1ヶ月間

⑫指導教授の証明が必要ですので受付で

用紙をもらっ て下さい。

女教育実習用は、申し出てもらったら21

日間借りられます。

Q 10c砕許も惜りられますか ？

A Zザ＝沓 ・指定図書など禁帯出ラベルの貼っ

てある図書 ・雑誌は、貸出でき ません。

女必要な箇所をコピーして下さい。

⑬コピーする時は、申し込み用紙に必ず

記入して下さ い。

それと、ノート類のコピーは絶対にダ

メです。

Q 11 先輩の卒論をみることはできますか？

A 卒業年次になればできます。これは、指

導教授の証明が必要ですから、前述の卒

論用貸出と一緒に用紙をもら って下きい。

Q 12 レコードを聞くことができるそうですが？

A 3階の目録カー ドで番号を調べて、請求

して下さい。

＊一度に6人まで聞ける部屋が4階に、

個人用は2階にあります。

その他、疑問があったら遠慮なくカウンター

で聞いて下きい。より充実した学生生活を送る

ためにも、図書館に慣れてフルに活用してはじ

いと思います。

（情報サービス課閲覧係）
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女 ニュース・お知らせ大

〈図書館委員会〉

60. 7 .10 ① 60年度図書館予算ならぴに各部

門の資料費について

② オンライン文献情報検索サーピ

スについて

〈研修・出張〉

0昭和60年度文部省委嘱司書講習

60. 7 . 8～9.7 於：別府大学

坂口司書受講

0第4回電算機事務処理利用研修会

60. 7 .24～26 於：静岡県掛川市

荒川係長出席

。昭和60年度私立大学図書館協会総大会 ・研究

会（及び東西合同役員会）

60. 7 .24～27 於： 上智大学

川島館長、万根次長、今永課長出席

。私立大学図書館協会西地区部会九州地区協議

会研究会（当番校：九州総合科学大学）

60. 9 . 20 於： 長崎市

川島館長、今永課長出席

0私立大学図書館協会昭和60年度秋季西地区部

会（及び60年度西地区部会第 2回役貝会）

60. 9 . 26, 27 於：南山大学

川島館長、 今永課長、杉野司書出席

〈新館長及び新図書館委員紹介〉

館長 （任期 60.7.1～62.6.30)

川島信義 （経済学部教授）

図書館委員 （任期 60.7.1～61.6.30)

神 学 L. K.シート

英 文真 鍋誠

フランス語 太田和男

商 学浜田和樹

経 済江副憲昭

法 学神宮典夫

教 養堤啓次郎

児 教松永裕二

告 知 板

o大学祭期間中の開館

大学祭期間中も平常通り 9時から21時ま

で開館しますが、この間 1階学習室は閉

室 します。

0冬期休暇中の開館時間および休館日

12月25日休） クリスマスイ木官官

26日休） 9: 00～21 : 00 

27日幽 9: 00～ 12: 00 

28日（土） ¥ 
ト年末年始休館

1月 4日仕） ) 

6日（月） : 
ト9:00～ 21 : 00 

7日（火） ) 

※この間 1階学習室は閉室

1月8日より平常通り開館

0冬期休暇長期貸出（下記対象以外は除く）

学部学生、専攻科生

12月16日（月）～ 1月7日（火） 5冊以内

留学生別科学生

12月16日（月）～ 1月7日（火） 10冊以内

夫学院生

10月26日仕）～11月16日（土） 20冊以内

いずれも返却期限は 1月18日（土）です。

0卒業年次生へ

卒論用に別途 3冊（ 1ヵ月 ）貸出中

，先輩の卒論、閲覧実施中

（詳細は受付まで）

．ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一ーー司司ーーーーーーーー’

ーあとがき一

甘 く長かった夏も終り、本格的な秋をむかえ

いよいよ読書の季節到来といったところです。

そこで、皆さんの読書の一助となればと、特

集を組んでみました。 また、本号より、編集

委員がかわり ました。委只ー問、力をあわせ

よりよい図書館報づく りに努力していきたい

と思います。ご意見がございましたら、およ

せくだき い。なお、本号にご｜筋力いただき ま

した方々には心よりお礼申し上げます。

(Y.A) 

． 

． 


