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新しい世界、新しい価値観

(1) 

「1796年 5月15日、ポナノマルト将軍は、ロジ

橋を突破した若い軍隊を率いてミラ ノにはいっ

た」。 スタ ンダーノレは、 その／ト説『ノ、fルムの僧

F完』をこう書き出した。

1789年のフラ ンス大革命とその寵児ナポレオ

ンの出現が、その後のヨーロッパ世界にあたえ

た影響には、まことに大きなものがあった。前

者が古い政治体制や社会制度をその根底から震

搭きせるものであったように、後者はみずから

の波澗万丈の生きざまを通して古い人間像に挑

図書館長 川 島信義

物の一つであった。

(2) 

新入生の諸君、入学おめでとう 。諸君には高

校時代とはちがう大学生としての新しい生活が

始まる。それは、新しい自我の解放の時代であ

るといってもよい。問題はしかし、その自我を

どういう方向へ向けて解放するかにある。既成

の観念や価値観からの解放とともに、新しい時

代に生きる新しい観念や価値観の形成が必要と

される。人類が生んだ古今の偉大な文学や思想、

や哲学、そして社会科学の数々は、まさにこの

戦し、世の人々に、英雄とは何か、人間が生き 重要課題にこたえるものであったといってよい。

るとは何かの問題を、赤裸々なエゴの表現を通 図書館はそうした数々のすぐれた書物を蔵して

して提起するものにはかならなかった。 諸君のその利用を心から待っている。

「この英雄に従って戦えるなら、なんたる幸 (3) 

福か」。ナポレオンにとりつかれた主人公ファ

ブリスはワーテルローに参戦し、出世の手段と

して軍人を志す。 しかしナポレオンの敗北とと

もにその夢は破れる。投獄、脱獄、そして獄吏

の娘クレリアへの熱烈な恋。他方ファブリスを

熱愛する公爵夫人の策動によって、彼には大司教

補の地位が与えられる。、専制政治の下、 権謀

術数がとびかう パルム公国の宮廷を中心舞台に、

その物語は展開する。それは私の学生時代に小

説の面白きとともに、近世における自我（エコ、、）

の解放の何たるかを問つことを教えた貴重な書

「私のかわいい天使、もう誰の前でも説教な

んかしません。いつかあなたに会えるだろうと

思って説教してきただけなんだから」。

今やクレセ ンチ公爵夫人となったクレリアに

会った失意の大司教補ファブリスは、そういっ

た。聖職の地位さえ、ここではエゴによって践

附される。スタ ンダールは、暗い政治と圧制の

もとで激しいエゴと情熱に生きる人聞の幸福の

ありかを追求することによって、近代のエゴの

特質に迫ったのであった。

（かわしま のぶよし：経済学部教授）
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読書のすすめ ／ 

文学部助教授山中先イ℃

庭の濃い紫のヒヤシンスが天に向って賑やか 的である人間は、生まれながらに自己の内に生

に咲いている。球根が土から浮き上ってしまつ の究極の解答を持つてはいない。それ故に聞い

たものが、それでも僅かの花芽をつけて、側で かけ、外に向って尋ねつつ、高みへ、深みへと

ひっそりと生きている。植えられなかった球根

は当然のことながら、ひねこぴて枯れてしまっ

た。

人間は植物と同じ生命体を持つので、この三

つの、大別すれば二つ一一生きてゆくもの、死

んでゆくもの一ーの生の在り方から、そこに秘

められた真理の示唆がうかがえる。

土の中とはその在るべき所、在るべき所とは、

必要な水分、酸素、養分等が補充可能な所。そ

こで球根は養分を受け、なされるまま、しかも

自由でのびのびと自分を拡張し続けてゆく。そ

して時満ちては芽を、花を（実を）結ぶように

なる。「人皆に美しき種あり」（安積得也）、この

種も球根の如く、 自分でないものに取り固ま

れて存在の場所を持ち、時には霜、ある時は熱

等、思いがけぬ自然の（社会の、他からの） ＇恩

恵（影響）を受けて成長し、時をかけてその生

命体が完成に近づいてゆく 。これが自然の営み

から学ぶ事であるとすれば、私達は置かれた環

境の中て＼もし頑なに自分を閉じ込め、他を拒

んで良しとするなら、成長はおろか、枯れた球

根と同じく 、自分自身も失ってしまう。

読書はこの場合、土の中の栄養のことを意味

する。肉体的に、精神的に、生成発展こそが目

価値を求めて進むのであろう 。そこで読書は、

その人の、自分のエゴの狭さから出てゆく決断

と行動を可能にする大きな契機を与えるものと

なる。時には、 「自分の知的業績をあげる道具

或いは手段として」（渡部昇一）知識の断片を集

める事はあっても、読書の持つ意味は、あくま

で自己探究の為に知識を極める事であろう。そ

うでなければ、 「知識は人を誇らせ」(1コリン

ト8: 1）、「知識があって も、その用い方を知ら

なければ、不充分な知識を持っているに過ぎな

い」（トマス・アクイナス）、 「知恵のない知識」

（エリオット）となってしまうであろう。

大学の図書館には現在蔵書が約47万冊、その

上、年間約 2万3千冊の割で増えているときく。

充分な栄養を含むこの良い土壌で、いつの日か

花開く時に備え、比類なき価値を持つ、自分自

身になる為に、自由で、賢明な読書の体験を積

み重ねられる事を願ってやまない。

万巻の書を読みやぶる 意欲なお

失わざれど 時にたじろぐ

（やまなか さきょ ：英文学）

． 

． 
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回館＼ご；I~：びませんが とカく軽視されがちな

晶 、、ハウトウ一式の方法論にも実は有益な面が多

’征 ＼いのではないかと思い、一例をあげまし

ど ＼＼た。新入生のみなさんも、自分に

ヴ ＼合った本の読み方なり図書館

利
用

みなさんにも経験あるのじゃないかと思いま

すが、難しい本やぶ厚い本を借り込んで、きても

途中で挫折してしまうことが僕にはよくありま

す。そこでひとつの方策ですが、これは挫けそ

うだなというような本は、いったん読み通すの

を諦めて、ちょうど大慌ての試験勉強でもやる

ような調子で、本全体を概観する、あるい

は部分的に読むというのはどうでしょ

． 
で

り

す

は

先

やり方ができる

商学部4年中原博子

このような原稿を書く程、何か特別な利用を

してきたかどうか…おそらく西南の学生の皆さ． んの多くがそうであるように、私にとっても、

試験対策という意味合いが強いように思えます。

文献選び、情報収集、そして自分自身の怠け心

を諌め、試験に向けて心の準備をする。そうや

って 3年間試験に取り組んできました。

ただ、私は音系サークルに所属しているこ

とと、二年時、三年時で、古j畢嘉生教授の音楽

とキリスト教学皿を受講したことから、貸出の

半分近くは音楽関係の文献や楽譜です。又、ク

ラブ、趣味とも重なり、視聴覚設備でレコード

もよく利用しています。それでも、商学部関係

の文献と音楽関係の文献は、同じ 3階にあり、

文学部 3年木林 清

類にもよるでしょうけど、ちょっとした空き時

間にでも図書館に立ち寄って、自分の興味に合

った即席のテーマを立て、お目当ての本やその

場で見つけた関連書や参考書をパッパッ とつま

み食いするわけです。きらに、既に読んだ本、

これから参考にすべき本にういて、本と本との

つながりを明示した自分だけの図書目録を作っ

ていけば効果的です。

簡易に手に入れた知識でも案外身に付くもの

ですし、前には読みづらかった本も、しばらく

してみると楽しく読み通すことができるという

こともあるのです。一冊の本をじっくり読み込

むことによって深い思考を養うことが大切なの

試験勉強のはず

てください。

（きばやし

きよし：

仏語専攻）

の勉強になることはしば

て
し、

る
かしばで、それはあまりよい利用

法とはいえないようですね。

図書館は、静かに心をおちつけ、何にもとら

われず勉強する場所、そして私にとっては、音

楽への夢を追いかける場所でもあるのです。

新入生の皆さんも、試験対策だけでなく、自

分なりの利用法をきがしてくださいね。

（なかはら ひろこ：経営学科）
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新入生の

皆さんヘ

今永義純

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま

す。入学後 1ヵ月余りたって、だいぶ大学生活

にも慣れてきたことと思います。

ところで、諸君のこれからの4年聞の学生生

活のやり方しだいでは、お互いその後の人生に

大きな差が生じてきます。大学では、高校まで

の学校生活と異なって、自分で判断して、責任

ある行動をとることになります。きまったレー

ルの上をただひたすら進むのではなく、自分で

積極的に学生生活をエンジョイする工夫が大切

です。専門の勉学だけでなく、クラブ活動、広

く一般社会人としての教養も身につける必要が

あります。どうか今後の 4年間の学生生活を、

悔いのない充実したものにするよう期待します。

きて、図書館には、これら専門の知識、一般

教養を身につけるのに参考になる各種の専門書、

教養書が備わっています。現在、本学図書館に

は、約50万冊の図書があり、うち諸君が自由に

接して見られる図書（オープン図書）が、’約

15万冊あります。残りの約35万冊は、直接見て、

手に触れることはできない書庫に保管しであり

ますが、 3階のホールに設置しである目録カー

ドで調べて、請求することによって利用するこ

とができます。

本館の特色の一つは、全国の昼間学部のみを

有する大学においてほとんど例をみない、年間

を通じて夜 9時まで開館していることです。

最近、学外者に対する図書館の開放が、社会・

時代の要請として強まってきています。本館は

夜9時までの夜間開館を、いち早く昭和52年よ

り実施し、卒業生は、在学時と同じ条件で利用

できますので、卒業後も職業に応じた専門の知

識の収得、また読書にとおおいに図書館を利用

しています。

よく図書館は、大学における心臓である、と

言われますが、この意味は、大学は教育・研究

機関であり、これらの活動が十分果せるには、

その素材を提供する図書館に何らかの故障・欠

陥があったのでは満足のいく教育・研究活動が

できないことを意味しています。その意味から

して、本館は、その所蔵する資料面だけからみ

ると、教育・研究用の資料が一部を除き、その

活動に十分対応できるだけのものが備わってい

ると言われています。今後、時代・社会のニー

ズに応えるべく、施設・設備面の充実、図書館

員の質的、量的面での増強、図書館の電算化な

ど新しい時代の要請に応えるべく努力していく

必要があります。

図書館に気楽に足を運んでいただき、書架の

聞をブラブラ散策することをおすすめします。

（いまなが よしずみ：情報サービス課長）

． 

． 
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入館への

＼＼）／ いざない
＼＼ー／／

新入生の皆さん、大学図書館という名にどん

なイメージがわきますか？ むずかしい学術書

が並んでいるところを想像しませんか？ しか

し、現実は違うのです。もちろんそれらの図書

も多くありますが、そのほかに、一般書店に並

んでいる週刊誌、月刊雑誌、趣味の本など。例

えば、朝日、毎日、読売の週刊誌、アサヒグラ

フ、アサヒゴルフ、囲碁、将棋、野球、映画、

モーターファン、その他、娯楽雑誌、教養雑誌

が多数（約 1,000種）揃っていますし、このほか

過去のベストセラーズの各年ベスト 20を網羅し

て（約 800冊を越え、まだ続々入ってきている）

並べている「ベストセラーズ・コーナー」もあ

ります。

また、利用に際しては、始めのうちは昼寝を

しにでもいいから、図書館に足を運んでくださ

い。そうするうちに次第に図書館に親しみを感

じ、並んでいる図書の何冊かに興味がわいてく

ることでしょう。

図書館入館の際の手続きは

① コート、バッグなどは 1階のコインロ

ッカー（硬貨はあとで戻る）か2階のロ

ッカー（硬貨のない場合）に入れる。

② 学生証を 2階受付に提出し、入館票を

もらって入館する。

入館時のJ心得は

① 静かに他の利用者の迷惑にならぬよう

に心を配る。
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閲覧係

② 友達などとの相談などは閲覧室より出

てロビーですること。

図書の貸出は

① 学部学生＝ 3冊11日間。② 院生＝20

冊2ヶ月間となっており、春、夏、冬の休

暇中は貸出期間を延長し、貸出冊数も増加

される。

ところで、本学図書館は多くの雑誌・図書 ・

資料を収蔵していますが、これらも、有効に利

用されねばその価値は半減します。例えば週刊

誌のページをめくるときでも、いま世間に話題

を提供していることがら。売上税問題、あるい

はフィリピンでの若王子氏誘拐・救出事件など。

そしてそれは何も単なる時事問題にとどまりま

せん。世界経済の問題。政治的均衡の問題。そ

れらに関する各国の法律の問題、風土・歴史的

背景などすべて学問的素因を含んでいます。そ

してそれらを過去に遡り、また、将来を展望す

ること。そしてそれを専門的に深く追求し、ま

た分析することも学問なのです。従って図書館

に並んでいる図書を四角い活字の集りなどと考

えず、日常の興味ある事件の過去・現在・未来

への追求の文章ととらえてほしい。そうすれば

思いもかけぬ素晴しい未来も見出すことができ

るかもしれないではありませんか。

皆さん、是非、図書館に来てくださ＼； •o 
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素人図書館員の独自

坂口久人

ライターに火が付いた。まだライターが忘れ

ていない。

受入れの仕事（発注の仕事）を始めてまるまる

1年がたとうとしている。

大失敗があった。あわせる顔がない。

勘定科目が違うんですョ。

「あなたは、どんな仕事をしたいですか？」

「一応本が好きですから、図書館に行きたいで

す」

「いくら本が好きでも、図書館はそういう所で

はないですョ。」

10数年前の話である。

そして実際に本の仕事をして、 もう本は見

たくないという気持が続いている。やはり年配

⑧ ⑧ 
大学論集

田中みえ

図書館の l階学習室に西南学院大学の論集が

置いてあるのをご存じですか。ほら、「商学論

集」とか「英語英文学論集」とかいう題のもの

ですよ。

西南学院大学の論集類は、学術研究所発行の

ものが8種類、大学院発行のものが3種類あり

ます。その他にも各研究会から独自に発行され

ているものがあります。

図書館には、このような論集類が全国の大学

者のいう事はほんとうの事である。趣味と仕事

は違うのである。

「受入れる本がありません．ノ」

「そんな事、知らん」とは口で言ってみてもプ

レッシャーカfかかる。

そんなまったくの素人が一年たって、受入れ

た冊数が例年とあまり変りないという事を知ら

されて、胸をなでおろすのである。

今まで知らなかった喜ぴもある。為替の勉強

をした。経理の人達の苦労も多少は理解できた。

（さかぐち ひさと：整理課受入係） ． 

⑮ ⑧ 
－短期大学などから、毎日毎日とめどもなく送

られて来ています。私の仕事は、この全国から

送られて来る論集類の整理です。

みなさんは、国公立大学や関東・関西地方の

私立大学の名前はよくご存知と思いますが、私

はこの仕事をするよつになって、北海道から沖

縄まで、普通あまり知られていないような大学

の名前も覚えることができました。そして、い

ろいろな地方に観光などで、行ったときも、やは

りどうしても大学を気にとめてみてしまいます。

「そういえば、ここの大学からうちの大学にい

つも本が送って来ているな」とか、 「こんな所

に00大学はあったのか」と考えるのです。

（たなか みえ：情報サービス課資料係）

． 
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｜気楽に読める専門書く4>I 

企業経営の国際比較

商学部経営学科主任野藤 忠

日本の経済や企業が国際化して企業行動の国 徴を、それぞれの国や社会に固有な文化構造や

際的特質が強く認識されるようになり、日本人 経済過程や組織との関係において明らかにする

の経済行動や日本的経営についての議論が盛ん

に行なわれるようになりました。日本企業は、

経済摩擦や円高といっ厳しい環境のなかで国際

化を推進し、海外での直接生産に乗り出してい

ます。ジャパニーズ・カンノfニーは、社歌、制

服、品質管理など日本育ちの企業慣習を輸出し

ている状況です。必然的に、異文化においてど

のように企業を経営していくかという大きな問

題に直面しています。日本的経営は、異文化の

もとでどの程度まで可能なのかが関われていま

す。企業経営に一国の視点ではなく、国際的な

視点から対応しなければならない時代になって

いるわけです。

企業経営は、社会の文化構造、経済過程、組

織などの要因の密接な相互関係において成り立

っています。伝統的な経済学や経営学は、経営

者は資本の論理の体現者として常に経済合理的

に行動するものであり、そのような合理的経営

者行動のあり方は万国共通であるという前提の

もとに形成されてきました。しかし、現実の経

済行動は複雑で、あり、必ずしも経済合理性のみ

で割り切れないものです。社会的条件が異なる

に従い、現実の経済人つまり経営者の思考や行

動様式は国によってさまざまに異なります。そ

れゆえに、経営者のみならず労働者の行動をも

含めて、経済主体の思考や行動様式の国際的特

ことが重要です。

例えば、何を日々の生活目標としているか、

どのような価値体系に支配されて生活している

か、いかなる行為の形式に従って行動している

かによって、思考や行動様式に特徴が出てきま

す。先進国と発展途上国の経営者行動には、多

少の共通点もありますが、明確に異なる点が多

いようです。同じ先進国でも世界史のどの段階

で工業化を開始したかによって、経営者行動は

かなり相違しています。どうして地球上に企業

活動が活発で、経済力の強い先進国もあれば、新

興工業国や発展途上国といわれる国もあるので

しょうか。どのような条件が企業活動を積極的

にきせたり、消極的にさせたりするのでしょう

か。このような視点を合わせもてば、日本経済

や日本的経営についていっそう深く考えること

ができるかもしれません。企業経営を国際比較

しながら認識を広め、かつ深めていく方法は、

今後ますます重視されていくものと思われます。

企業経営も、国際文化や国際経済や国際政治

などの視点から比較しながら学べば、きっと興

味がわいてくるはずです。企業経営の国際比較

に関する本には各種のものがありますが、その

なかでも特に中川敬一郎著『比較経営史序説』

（東京大学出版会）を挙げたいと思います。

（のふじ ただし：商学部教授・経営史）
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昭和62年度 図書館行事予定表

4月7日（火） 新入学生利用指導（文・法）

8日休） II II （商・経）

5月11日（月） 学院創立記念日のため休館

7月1日休） 夏季長期貸出開始（9月18日まで）

11日仕）～ 9月4日（鎖夏季休暇

休暇中学習室開室

9月9日附～ 9月28日（則前期試験

29日（刈， 30日休）大学休業のため休館

i 11月中旬 大学祭期間中学習室閉室

: 12月15日（刈 冬季長期貸出開始（1月18日まで）

25日（針～ 1月7日（ポ）冬季休暇

休暇中学習室閉室

25日樹 クリスマス休館

26日仕） 開館 9: 00～12 : 00 

28日（月）～ 1月5日（刈年末年始の休館

i 63年

1月6日休）より開館

20日附～ 2月5日（命後期試験

27日附春季長期貸出開始

（卒業予定者は 2月末日抗
上記以外者は 4月22日まで／

2月6日仕ト春季休暇

休暇中学習室関室

中旬 入学試験のため休館

3月上旬 在庫調査のため開架閲覧室開室 ：

休館・閉館その他行事予定については、

そのつど、図書館の玄関に掲示します。

大 報告 大

く図書館委員会〉

62. 3 .12 ① 昭和62年度私大助成の申請につ

いて

② 学術雑誌の新規購入について

〈研修 ・出張〉

0私立大学図書館協会昭和61年度西地区部会

新旧合同役員会および第 2回東西合同役員会

（現・次期合同）

62.3.16～ 18 於：伊勢市

刀根事務次長、今永課長出席

。昭和61年度全国図書館大会

62.3.19,20 於：東京（日本青年館他）

刀根事務次長、今永課長出席

く在庫調査の実施〉

去る 3月9～12日にかけて、例年のとおり年

l回の蔵書点検を行った。

この間利用者の皆さんにはご迷惑をおかけし

ました。

〈オリエンテーションの実施〉

新入生を対象とする図書館利用のオリエンテ

ーションを 4月7・8日の両日にわたって行ーっ

た。また、これに先だち 4月2日には、新任の

先生方に対するオリエンテーションを行った。

く人事〉

退職司書補工藤クララ（62.3.31付）

大 BOOK WOR  M 大

0 新入生の皆さん、入学おめでとうございま

す。今号はおもに新入生の皆さんを対象に編

集しました。これからの図書館利用の一助と

なれば幸いです。

0 109号より、巻頭言の下欄に目次をもうけ

ていましたが、編集委員会で再度検討の結果

今号より館報タイトル右横を目次欄とするこ

とに決めました。今後、より一層、 読みやす

い館報を目ざして、努力していきたいと思い

ます。編集委員会では、皆様の御意見、御感

想をお千寺ちしています。
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