
． 

． 

No.131 1992. 4 

ε，eト西南学院大学・
新入生特集
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自己の成長を確かめる座右の書

新入生の皆さん、入学おめでとう。

図書館は今、増改築中ですが、 夏休み

あけには新築棟が完成することになっ

ています。多少の不体裁と不便は、よ

り良いものの創造へのしばしの待機と
思つてく だ、さい。

ところで諸君もまた、 学ぶために大

学に席を置く 「発展途上の存在Jとして、
未熟・未完成・無知の自己をしかと確認

しているかと思います。そう 思うこと、

そう思えるようになることが、 「偉大

なる未完成Jへの一歩前進・ 一歩成長だ

と思うからです。人生に完成はなく、

理想、に向かつて、ただひたすら謙虚に

努力を続けるプロセスこそが人生なの

だと思うからです。

僕が学生だった頃、ある先生がゲー

テの言葉として言われたことを思い出

します。偉大な書物、古典といわれる

書物というのは、読み返すたびに新し

い発見があるということでした。その

先生は、激石の「坊ちゃん」「吾輩は猫
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である」「こころ」などをあげ、 5年・ 10
年・ 20年と、読み返すたびに前に読ん

だときにはよく分からなかったこと、

読み過ごしていたところが、少しづっ

分かるようになってきた、そこに自己

の成長のあかし、思索力の深化を発見

する喜びがあったということでした。

生涯の伴侶としての「一冊の本」につ

いてL斉藤末弘先生は図書館報の前号

で、朝日新聞のアンケー トからの「聖

書」「論語」「歎異抄J「万葉集J「激石全

集」をあげておられました。僕は、「日

本国憲法」「国際連合憲章」、最近公式

翻訳のでた「児童の権利条約Jやユニセ

フの「世界子供白書Jもいいと思います。

考え方・ 学ぴ方を学ぶための書物は最

も基本的なものです。多くの先生方の

読書体験談、読書指導に耳を傾けてく

ださい。「求めよ、そうすればあたえ

られるであろう j先ずは、図書館に来

て、読んで、みて、座右の書を発見 して

ください。 （文学部教授）
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幅広い読書

文学部英文学科

教授真鍋 誠

英文学科で学ぶ人々は、英米の作品を原文で

出来るかぎり沢山読むのが当然のことだと考え

られる。授業で用いられる作品は勿論のこと、

それ以外にも初めは英語の表現の上で耳又っ付き

易いものから始めて、様々な時代・ジャンルの

作品を関心の赴くままに多読することによって、

読書のよろこびを味わえるとともに、英語の読

解力も自ずと向上するであろう。また一方で、は、

翻訳を読むことも、入門書の類いで梗概や解説

を要領よく知ってそれで事足りるとするなどよ

りは、はるかに積極的な意味があるといえよう 。

翻訳に誤訳は付き物であるかもしれないが、誤

訳をあげつらうよりも一応割り切って読み進む

方が賢明で、あろう 。ただ、 多くの作品の中には、

原文でなければ読む意味がほとんどないものも

あることは石室かである。

学生生活では、単位取得など必要に迫られて

の読書という一面もあるであろうが、若い時の

読書はその読む範囲を局限せずに、 英米文学以

外の作品を含めて、意欲的に幅広く 読み続ける

ことが、かえって豊かな結実をもたらすといえ

るであろう 。いわゆ る読書計画を立てる暇が

あったら、少しでも自分の関心をヲ｜いた本をす

ぐ子にして次々と読み通すうちに何か組織的な

ものができてくるであろうし、そのために、資

料の充実した図書館を大いに活用してほ しいと

思つ。

自分のタイム・テーブルを

文学部児童教育学科

教 授 岩 城 富 美 子

新入生の皆さん、入学おめでとう 。大学生活

は今までの高校生活とは違って、まことに自由

です。勿論卒業に必要な、あるいは希望する免

許状取得に必要な、科目や単位数の大枠は決っ

ていますが、それらをいつ、どのように、とる

かは、各自の自主性に委ねられています。つま

り四年間の生活を見通して、これにはクラブ活

動やアルバイト？との兼ね合いも含まれますが、

自分自身のタイム・テーブルを作ることが必要

だと思われます。

イギリスの小説家 アーノルド・ベ ネッ ト

(1867-1931）は、 『自分の時間－ 1日24時間で

どう生きるか』（渡部昇一訳）の中で、面白い

ことを言っている。例えば「自分の習慣を変え

るには、全部変えようなどと大きなことをしな

くても、 1週間に 7時間か 8時間、 1日に害iJれ

． 

ば1時間く らい変えることによって大きな変化 ． 
が起こる」と。私たち現代人はとかく忙しい生

活を強いられがちです。それは会社の仕事で

あったり、 学校の時間割であったり －－－。ですが

ここでひとつ「自分の時間を発見することJを、

端的に言えば「読書の楽しみを発見することJを、
1日1時間でよい、設定してみようではありま

せんか。

児童教育学科の皆さんには、教育学や心理学

等の専門書に親しんで項く丈でなく、人文 ・社

会 ・自然諸科学の幅広い知識を身につけ、人間

性豊かな社会人になって項きたいものです。新

刊探索には季刊誌「ほんばこ」利用も便利です。
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漢字文化圏の一員として

文学部国際文化学科

講師新谷秀明

様々な視覚的情報源が発達し、最近われわれ

は漢字を改めて考え直すことを忘れがちですが、

それでもやはりある程度の漢字の知識を持つこ

とが日本人の知的生活の最低限の条件となって

います。

最大の漢和辞典とされている諸橋轍次の 『大

漢和辞典』には約 5万の漢字が収録されている

といいます。これにくらべてわが国の 「常用漢

字表」に収められているのはたかだか1900字余

り。もちろん中国人でも 5万字をすべて知って

いるはずはありませんが、本家本元の漢字の海

がいかに広いものか、これでわかるでしょう。

われわれの漢字文化というのは言ってみればそ

こから流れ出た一本の支流にすぎないのです。

中国の言語 ・文化を研究しようとする場合、

最も基本的な媒体である漢字に親しむことは重

要な足掛かりとなります。後漢の許慎による

『説文解字』以来、漢字そのものを研究した書

物は日本にも中国にも限りなくありますから、

そういうものを播いてみるのもいいでしょう。

しかしより大切なことは、大きめの漢和辞典を

いつも子の届く所に置いておき、気になる漢字

や漢語が出てきたら必ずヲ｜いて、よく読んでみ

ることです。一つの言葉、一つの字からいろい

ろなことがわかると思います。現代中国にも古

代中国にも通じる、広い世界が開けることで

しょう 。そうすれば次に読む本も自ずと決って

くるはずです。
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読書は「自己本位制」で

商学部

教授大矢繁夫

「デスクには 6台の電話を並べ、電話が鳴る

と、受話器を肩にかけながら、それを受け、子

は英文タイプのキーを打ちつづける。・・・クルマ

でパチンコ屋の前を通って、昼間からパチンコ

をやっている人をみると、 『あ、、あいつの時

間を買いたいなァ』と本気で、話す。」

これは、現代企業社会への辛口批評で定評の

ある佐高信が、日商岩井の元副社長 ・海部八郎

を寸描したものである。佐高は、ある経済小説

の中に登上する人物の、その実在のモデルを紹

介しているのである。佐高イ言『経済小説の読み

方j（社会思想、社）という本での話である。

経済小説は、金・地位・手lj権をめぐって嚢 く

生身の人間の姿を暴きだす。そして、このよう

な生身の個々の活動が、 全体としての経済社会

を織り上げているのである。生身の人聞の~~意

や行動を念頭におけば、勉強もいっそう面白く

なるというものである。

ところで、上に述べたことは、いうまでもな

く、 lつの、簡単な方、イダンスの類いにすぎな

い。 ”何か 1冊ぐらい、手軽で有用な本を挙げ

ておこう”といったほどのことなのだ。も とも

と読書は、 「あらゆる書物の中に、 他のだれに

もわからぬ、自分だけにあてて書かれたように

思われる一節を見いだす」ことに興奮を覚える

ものであろうし、 「深遠な思想、や情熱は、あた

かも鉱山の奥に眠っていて、それを受け取る力

のある精神と心によって発見されるJであろう

から、 他人からとやかく 言われる筋合のもので

はない。だから読書には、自分が価値を尺度す

る 「自己本位制」で臨めばよい。
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問題意識をもった読書を

経済学部

教授 中村 清

新入生諸君は、耐乏を強いられた受験勉強か

ら解放され、今こそ我が世の春だと、この春を

謡歌したい気持ちで一杯であろう。いわば H灰

色”の受験勉強生活から解放されて、念願の大

学生活が始まるとなれば、そのような気持ちに

なるのはまったく当然のことでもある。その気

持ちはよくわかるし、また、青春の貴重な一時

期を楽しく過ごすのも良いことであろう。

しかしながら、ここで、少し考えてほしいこ

とがある。それは、自分は何のために大学に入

学 したのか？ また、大学生活というのは何で

あるのか？ 自分はこれからその四年間の大学

生活をどの ように過ごした らよいのか ？ とい

うことである。そして、できるならば、それら

のことについて、自分で考え、自分で解答を出

し、これからの学生生活を しっかりとした軌道

にのせてほしいものである。もしも、ただ漫然

と、楽しい気持ちにのめりこむだけであるなら

ば、四年間の大学生活は夢のように過ぎてしま

い、成果ありと胸を張って卒業するはずのとこ

ろが、空しい思いで校門を去って行くことにな

りかねないのである。

ところで、古典ものの文庫本や専門書を小脇

にもって歩いている学生の姿を見るのは、傍目

にも好ましく見えるものである。 しかし、最近

は、そのような学生の姿を見ることが、少なく

なってきたようだ。できれば、それが私だけの

印象であってほ しいとも思う 。いう までもない

ことだが、読書は、 学生生活とは切っても切れ

ない大切なその構成部分なのである。クラブや

サークルの活動をするのもよい。友人と夜を徹

して Hだべる”のもよい。また、漫画やテレビ

を見るのもよいだろう 。 しかし、人生とは？

大学とは？ 世界とは？ 学問とは？ 等 、々

自分の内から湧き出る問題意識をもちながら、

読書をするということも決して忘れてはいけな

いのである。そして、四年間の大学生活の聞に、

自分なりの世界観や思想体系、専門的な理論体

系を、しっかり と身につけてほしいものである。

法学部の新入生の皆さんへ

法学部

教授今井 威

近頃の学生はマンカ、、ばかり読んで・・・などとよ

くいわれますが、マンガでない本をよく読んで、

いる人も多いのではないかと思います。ただ、

専門書となるとどうでしょうか。大きな本屋さ

んでも、並べてある専門書の数は本当に少な く

なりました。売れないからでしょうね。

しかし、 幸いに図書館には、ふんだんに専門

． 

書が並べてあります。もちろん、専門書でない ー

ものも一一一。 しかも、本学では、 学生の皆さん ．． 
が読む程度の本は殆ど開架式ですから、自分で

子にと ってみて、読みたいものを選べますから

便利です。

そこで、これから法律や政治のことを勉強し

たいという新入生の皆さんにとって、きて、ど

のような本を選んだらよいか、ということにな

るわけですが、私は、 少し乱暴な言い方ですが、

手あたり次第でもよい と思います。法律 ・政治

学関係の書架からいろいろ抜き出して眺めてみ

て、もしその中に興味のもてる ものがあれば、

その本を手がかりに して広げてゆけばよいわけ

です。

それから、先生達は、大抵、講義の最初の時

間に参考書A をお挙げになりますし、また、科科

( 5頁左下に続く）
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新入生の図書館利用案内
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大学に入学すると、 高校時代とは違った専門

的学問を勉強する ことにな り、 図書館を利用す

る機会が多くな ります。そこで、 今回は図書館

を初めて利用する新入生の一太郎君と花子さん

を通して、利用方法をご紹介しましょう 。

( 1 ）入館編

（図書館 1階にて）

花子さん 「図書館には50万冊も図書があるし、

雑誌も 置いてあるそうだか らはいってみよ

う。」

一太郎君 「そうだね。」

といって二人はカノ〈ンを持ったまま、とこと

こと 2階へ上がっていきましたが、？？？？． 目ごとに指定図書というのがありますから、そ

れらのものは、少なくとも一つや二つは、必ず

読まなくてはいけませんね。

いろいろな専門書 も出ています。『ジュリス

ト』だとか、 『法律時報』だとか、 『法学教室J
だとか、いろいろあります。法学部の閲覧室の

後方の棚にな らべてありますから自由に見るこ

とができます。さしづめ 『法学教室』など、 学

生、一般向きという編集方針だそうですから、

眺めてみたらどうでし ょっか。解らないところ

はとばして読んだってかまいません。解らない

ところは、先生に尋ねれば、必ず親切に教えて

下さる筈です。とにかく、そういう 専門誌に親

しむこともよいですね。

終りに、授業中はお喋りしないで静かに聴く

ように。

ここがポイント ：ノ〈ッグ等を持ったまま、

~ 図書館には入館できませ

／フて一守、 ／ ん。 1階のロ ッカーに手

~可5U 荷物（バッグ、紙袋等）

f-W ;,-' を入れて、 2階カウン

( 2 ）案内編

ターで学生証を見せてく

ださい。これで、入館手

続きはOKです。

( 2階閲覧室にて）

' 

花子さん 「本当にたくさんの本があるね。ほら

はら／ベストセラーズコーナーがあるよ。村ー

上龍の 『超電導ナイトクラブJ、この本読みた

かったの。J
一太郎君 「こっちには雑誌も置いてあるよ。学

術的にかたい雑誌ばかりかと思ったら、 『ス

キージャーナル』、『クロワ ッサン』、『シティ

情報ふくおかJなんかもあるよ。」

一太郎君 「今度は 3階に行ってみよう 。」

( 3階閲覧室にて）

花子さん 「3階は経済関係の本ばかりだけど、

私が所属している英文学科関係の図書はどこ

にあるのかしら？ J 
一太郎君 「そうそう、それに図書の背表紙につ

いている番号はどういう意味かな。」
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ここがポイント：花子さんが捜している英

a・． 文学科関係の図書は 4階

Jヲ戸一代、k ／ にあります。学生の皆さ
.. li_ o;g p~ んが手間できるフ ロアは

／＼可〆タ 2階から 4階で、各階に

は次の関係図書をおいて

います。

2階・・ー・……・一般教養・国際文化関係図書、

百科辞典、哲学、歴史、自然科

学、言語（一部）、日本文学など

（英米文学以外）

3階……・・…・商学、経済学、児童教育関係図

書、経済、社会、教育、技術、工

学、産業、芸術、美術F

4階一・・・・・・・…法学、英仏文、留学生別科関係

図書、法学、英語、フランス語、

英米文学、日本研究、図書（英

文）、各種の洋書

ここがポイント：図書の背表紙に貼付して

..,,, あるシールの番号は図書

／アケ言、／ 館では請求番号と呼んでお

失、~u おり、図書の内容を数字

／ー可〆 で表わしているもの（日

本10進分類法）で図書は

この番号順に並んでいま

す。ですから同 じ請求番

号が付いている図書の周

りには同じ内容の図書が

集ま っていることになり

ます。

また、この番号は、図書

の身分証明書番号にあた

るもので、本を捜すと き

の重要なカギとなります。

なお、図書内容を数字化

した一覧表は、各閲覧室

にあります。

I 7 s o I 左のような請求番号が、

I 6 9 I 各図書に付けられていま

I 3 I すが、これは上 2段が図

書の内容を表わし 3段目

が整理番号になっていま

す。例えば、この左の請

求番号を持った図書の書

名は「オリ ンピックエピ

ソード」です。内容を数

字化した、上 2段780.69

は、分類法では「競技大

会、オリンピック、国民

( 3 ）検索編

( 4階閲覧室にて）

体育大会jを表わす数字

で、 3段目の 3は、この

分類番号の中で 3番目に

整理された図書であるこ

とを意味します。

花子さん「今度の授業で必要な『嵐が丘j（著者 ：

エミリ・ブロンテ）は図書館に所蔵しているの

かな？」

一太郎君「請求番号がわかれば、いいんだよ。

でも、どうやって捜した らいいんだろう？」

ここがポイント： 2階のカウンター前にパ

ソコンがありますが、こ

~ れで簡単に調べることが

'ff~~ ／ できます。（使用方法はパ

工~~~ ソコン横に備え付けてい

( ~ ( るマニュアルをご覧くだ

さい。）ただし、まだすべ

ての図書情報が入ってい

ませんので、 31滑にある

目録でも調べてください。：

目録は、大別して和

書 ・洋書に分かれていて、 i
それぞれに書名目録、著

者名目録、分類目録があ

ります。

( 2階カウンター前にて）

一太郎君 「僕む『英文経済記事の読み方』（日経

文庫）をパソコンで検索 してみよう 。（検索後

に）出てきた／請求番号（330.8.3-263）も分

かったし、本を取ってこよう。」

花子さん「本あった？ 」

一太郎君 「この請求番号の図書は 3階にあるは

ずなのに、なかったよ。J

ここがポイント：皆さんが自由に利JtJして
4・． いる閲覧室にある12<'1,1：：の

Jヲ？一子、 ／ ほかに多くの｜ヌI ~ ＇：：が ，＇ ：＝ J1巨
司令：§ P/ にあります。ー刈 IL{1；が

／＼ずタ 捜していた本もここにあ

I りました。

． 

． 



． 

． 
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目録カードではカードの

左上に CLOSEDのマー

クが付いています。この

図書は、閲覧も貸出もで

きますので 2階カウン

ターに申し出てください。：

( 2階閲覧室にて）

花子さん「何見てるの。」

一太郎君「ニューズウィークの日本語版。」

花子さん「去年のニューズウィーク（日本語版）

におもしろい記事が載っていたけどね。」

一太郎君「でも、雑誌棚には今年のものしか

入つてないけど。去年のなんて取ってあるの

かな？」

ここがポイント：以前に発行された雑誌や
~ 新聞は保存していますo

fヲーちゃh ／ 貸出はできませんが、館

. ~ ・o-gν 内での閲覧はできますの

／＼て＂＇ク で、、 2階カウンターに申

． 、 し出てください。また、

( 4 ）貸出編

図書館が所蔵している雑

誌・新聞の目録が各閲覧

室においてあります。

花子さん「さ っき見つけた本を借りょうかな。」

一太郎君 「でもどうやって借りるんだろう。」

ここがポイント：図書と図書利用カードを
もって 2階カウンターへ

来てください。係員が貸

出の手続きをします。こ

こで注意してもらいたい

ことは、コンビュータで

貸出処理をしますので、

あなたの図書情報が入っ

ている図書利用カードが

ないと、貸し出しができ

ません。図書利用カード

は学生証同様大切に保管

してください。
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花子さん「何冊借りれるのかな？」

ここがポイント：貸し出し冊数および期間
~ は、通常 3冊15日間です。：

~ち、 ／ 返却期限日は、図書の裏

'" ti.~ P/ 表紙に日付印が押してあ

f"W'タ りますので、返却期限日

• ' を確認して遅れないよう （ 

にしてください。図書の

返却が遅れますと、他の

利用者の迷惑になります

し、罰則金を支払ってい

ただくことになりますの

で、気をつけてくださいい

花子さん 「50万冊も図書があるのに利用しない

のはもったいないね。」

一太郎君 「本当に／図書館の本は、わたしたち

の利用を待っているみたいだったね。」

令 令 令 母。

図書館は、情報の宝庫です。学部の勉強以外

にクラブの資料収集、資格取得のための勉強な

ど、調べたいことがいろいろでてきますが、そ

の時に困らないためにも、今から図書館を利用

して情報収集の方法を学んでください。きっと、

よかったと思える日が来ると思います。

また、どうしても資料が見つからない場合は、

図書館員がお手伝いしますので、なんで、もお尋

ねください。

また、現在、図書館増改築工事のため、皆さ

んには大変ご迷惑をおかけしていますが、今年

9月には、なお一層利用しやすい図書館に生ま

れ変わります。ご期待ください。



(8) Seinαn Gαkuin University Librαry Bulletin No.131 

複写機ω利用方法が変わりました

．コピーカード式 ．操作方法

図書館利用者のために設置している複写機が カードを使ってコピーするとき に、カード読

コイン式からコピーカード式に変わりました。

コピー 1枚の料金は紙のサイズ（A3・B4・

／合-4.・B5）にかかわりなく 1枚20円です。

( ・ヵ1ードの販売と料金

＼～~芳一ドはテレフォンカー ドと同じサイズで複

写機のそばにカード 自動販売機を設置 していま

す。カードの種類及び料金は次のとおりです。

25枚コピー用 500円

50枚コピー用 1,000円

カード表面に25、50とコピーできる枚数を表

示しています。

なお、自動販売機では5円、 10円、 50円の硬

貨は利用できません。

〈人事異動〉 （図書館関係分）

平成 4年 4月 1日付

み取り機の中にカード を挿入するとコピー可能

枚数が表示されます。あとは複写機本体とカー

ド読み取り機のメッセージどおりに操作して く

ださい。

．複写機本体

複写機本体も新機種に変えました。 2階と 4

階に設置 しました。操作方法が分か らないとき

は、係員におたずねください。

．複写できる資料 ・著作権保護など

図書館で複写できるものは、図書館所蔵の資

料に限ります。複写に当たって、 著作権、版権

などに関する責任は利用者が負うこ とになって

います。

※その他不明な点は、 閲覧カウンターの係員に

おたずねください。

〈増改築進捗状況〉

本年 9月の前期試験期、増築部分の利刑開始

． 

事務次長
を目指して、 はほ順調に進んでいる増改築工事 ．． 

義男 大学事務長に就任
整理課長

教務部鶴 正道 事務次長 ・整理課長に
事務次長 就任

課長 補 佐 伊 藤 邦厚教務課に配転

司 書 佐藤 誠係 長 に昇任

司書 補 青 木 真澄整理課に配置

司 書 補村山 有子整理課に配置

は、 今月末には壁面のタイノレ貼 りが始まる予定 司 F

です。

旧学習室の改造も、新事務室と第二参考図書

室の聞のパーティションが設置され、部屋のイ

メージが日増しに強くなっていき ます。

「人間を真理にみちびくには、力ず くによ っ

てではなく 、:E_ffi↑生に よってでな くてはな らな

し、」（「百科全書」ディ ドロ 1713～ 1784) 

真理は、諸君を 自由にする、とは図書館の究

極の目標である。長いょっで短かい 4年間の大

学生活を有意義にしてほしい。 (J) 
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