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私が西南学院大学に入学して数ヵ月が過ぎた。私の書いた文章を読んだ人が、早速本を読もうと考えるとは

思えなし可。また、私には人の考えを変えるような文章を書けそうにない。そこで大半の人がもう忘れてしまっ

たであろう高校図書室と、現在皆さんが利用している大学図書館の違いを中心に書く ことにした。

大きな違いの一つは設備面にある。ゲー トロックや BDS(Book Detection System）、検索コンビュー夕、

AVブース、 SAINSルーム、国際機関資料室（国連寄託図書館や EU資料センタ一、 OECD協力資料館）。

上記の設備のどれもが高校図書室にはなかったものばかりである。特筆に値するのは国際機関資料室である。

国際化が叫ばれる時代であるが、実際に国際機関の活動に接する機会は少ない。 しかしこの資料室で議事録な

どを閲覧すれば、国際機関の活動や世界各国の立場や考えを理解するのに役立つ。

また、大学図書館の方が蔵書数が圧倒的に多いのは言うまでもないが、所蔵している本の種類に違いがある。

高校図書室は文庫本が一番目立つ場所に置いてあった。貸出される本も文庫本が一番多かった。しかし大学図

書館で文庫本を見かけることはほとんどない。その代わりに、専門書が非常に多くあり勉強には事欠かない。

けれども私は高校時代に読んで、いた本は文庫本がほとんどで、しかも大半が推理小説だった。そんな私だから、

大学図書館を最初に利用した時、どの本を読むか非常に迷った。結局、話題図書の中から一冊を読んだ。それ

からはずっとそこから本を探して読んでいる。

次に、利用の仕方が大きく変わった。私は高校時代に図書室を勉強目的に利用したことがほとんどない。司

書の先生は私たちが図書室を読書のために利用することを好んだ。しかし実際には、図書室は読書の場という

より、おしゃべりの場と化していたので、勉強ができるような環境ではなかった。また、わざわざ図書室に行

かなくても教室で勉強できた。高校時代の勉強は、問題集や参考書、辞書などがあれば十分で、図書室で本を

調べなければならないということはなかった。

しかし、大学では高校の教室に相当するものがないので、大学で勉強しようと思えば、 空いている講義室か

図書館を利用するしかない。しかも図書館は静かで勉強するのに環境がよい。また大学はレポートの提出が必

要な講義がある。それが未知の分野のものならば、図書館に行って本を調べる必要が多く生じてくる。だから

大学に入学してからは、図書館では読書にふけることが大半だが、勉強することもある。

ここまで、高校図書室から大学図書館になって変わったことを書いてきたので、 最後に変わらなかったこと

を一つだけ書きたいと思う。私は図書室（大学では図書館）を利用し、本を読んで、き たということである。読

書は習慣になれば苦しいものではなしE。まず、大学図書館や大学近くにある福岡市総合図書館を利用してはど

うだろうか（もはや高校図書室を利用する機会はないだろうから）。
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「インターネット」とい

う言葉を一度も耳にした事

のない方はおそらくいらっ

しゃらないと思います。昨

今のインターネットホブー

ム庁には閉口してしまいま

すが、このブームに乗り遅

れまいと、各業者、 学校関

係者、 学生も必死になって

いるのは確かです。 しかし、このブームは一体い

つまで続くものなのでしょうか？今の状態では、

単なるブームに終わってしまい、そう長くは続か

ないと私は思います。

そもそも、インターネッ トとは何なのか、と申

しますと、ネ ットワークとネットワークとの相互

接続により構築されているものであり、ネッ ト

ワークのネットワークとも言えます。企業内や学

校内のローカルなネッ トワークが、同じような

ローカルなネットワークと次々に接続していき、

結果的に世界中が繋がってしまったといったもの

です。ですから、インタ ーネ ットという名称の

ネットワークが存在する訳ではなしこの世界規

模ネッ トワークの総称にすぎず、これを統括管理

している人間や機関がある訳でもありません。

西南学院大学でも、学内ネッ トワーク（SAINS:

西南学院大学総合情報ネットワークシステム）が

1995年 4月に稼働しました。そして SAINSは学

外のネ ットワークにつながっており、ひいてはイ

ンタ ーネ ットの一部だと言えます。ですから、

SAINSが利用出来るという事は、電子メールの

送受信や、ワールドワイドウェブによる情報の発

信、ネッ トニュースの記事の閲覧および投稿等の

インターネ ットサービスの利用が可能で、あるとい

う事になります。

さて、図書官官では、 SAINSOPACシステム

(OP AC: Online Public Access Catalog）により、

本学院図書館の所蔵資料を、 書名、著者名、件数

等により検索出来ます。このシステムが構築され

ている大型計算機（M860）は、 SAINSに接続さ

れています。ですから、わざわざ図書館に足を運

ばなくても、例えば情報処理センターや先生方の

研究室にあるパソコンからも図書検索が可能です。

本学院図書館にある膨大な数の図書の中で、自分
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商学部経営学科講師 井手 順 子

の読みたい文献を、環境が整ってさえいれば何処

からでも容易に捜し出す事が可能なのです。

また、今やインターネットの代名詞ともいえる

ワールドワイドウェブを利用する事により、世界

中にある様々な情報を入手する事が出来ます。

ワーノレドワイドウェフやというものは、既にお聞き

及びでしょうが、 くもの巣状に張りめらされた世

界規模の情報提供システムと言えます。情報は分

散して点在（各機関が責任を持って維持管理）し、

リアルタイムに情報の更新が行われています。そ

こでは、文字、画像、音声といった情報を取り扱

う事が出来ます。各機関は独自の情報を世界中に

発信しているのです。その内容は機関によって

様々であり、大学であれば講義内容やサークルの

紹介、公共の機関であればその地方独特の行事の

紹介や行政案内、企業であれば新製品の紹介や就

職案内など・・・…ちなみに本学院でも既に情報の公

開を行っています。

インターネ ットがテレビやラジオといった他の

メディアと大きく異なっている点は、双方向性に

あります。今までは受身でしかなかったのですが、

インターネットでは、自分の思う事を自分の思う

方法でもって、世界中にアピールする事が可能な

のです。例えば環境保護に関する訴えを自分の

ホームページに掲載すると共にアンケートを実施

し、その結果をもとに抗議運動を起こ したり、企

業に直接質問や意見を送ったり、気に入った情報

を見付けると、その提供者または団体へ電子メー

ルを送信し、連絡をとりあう 事も 出来ます。ワー

ルドワイドウェブでは、お金や権力によ ってその

内容や質が決定されるのではなく 、本人の能力や

それに費す事の出来る時間といった、個人レベル

でのみ決定されるものなのです。皆に平等に与え

られている、自由に発言できる場なのです。しか

しながら、他人の中傷や、反社会的な内容といっ

た目に余るものが多数ある事も事実です。これは

今後の重要な課題の一つです。

ワールドワイドウェブでこれだけ豊富で多種多

様な情報が公開されるようになった事で、どの様

な情報が何処にあるのか、といった情報検索シス

テムが出現しました。そのマシンにアクセスし、

キーワードや検索条件（年代、 地域等）を入力す

る事によって、欲しい情報源を特定できます。例

． 

． 
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えば、 「library」というキーワードで日本国内で

登録されている機関を調べた結果、国会図書館を

始めとして、 26機関が上げられま した。この様

に、 何の研究を行っている機関は何処である、と

いった事や、行きたい場所（大学、図書館、美術

館等々）などの情報を、自室に居ながらにして得

る事が出来ます。しかし、私達は、 この様な莫大

な量の情報の中にうずもれてしまいがちです。必

要な情報を如何にして最適な方法で入手し、活用

していくかが大きな問題ではないでしょうか ？

No. 141 1996. 10. 畠
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私達が利用可能なインターネ ットサービス（電

子メールやネッ トニュース ワールドワイドウェ

ブ等）の概要を理解した上で、各個人が上手に活

用し、自分なり の有効性や優位性を見い出してい

く事によって、インターネットブームが単なるブー

ムではなく 、長く利用され得る価値が出て来るの

だと思います。本学院の SAINSは、大変整った

環境にありますので、皆様の活発な利用を希望致

します。
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マッキントッシュとウインドウズユーザのための

ホームページのっくり方／電視郎著／1996/
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Seinan Gakuin University Library Bulletin No. 141 

S卒論を書きましょう S

大学生活の締めくくりと して卒業論文があり ます。 「卒論と いえば図書館」 とい

うわけで卒論作成において図書館の上手な利用方法をここで教え まし ょう。

①用語・略語・人名について調べたい

これらのものは辞典で調べま しょっ。辞典といってもその種類は多数あり ます。

自分が調べたい分野の辞典を探しましょう。辞典は 1階の検索用端末の後ろの第 1

参考図書コーナーと各階の辞書棚にあります。

②出典作品が見たい

論文や図書の各章の最後に参考文献が掲載されています。自分が興味を持っている論文にこのような参

考文献についての出典があった場合はこれを見てみるのも 1つの子です。

まずは検索端末で探しましょう 。

．本学にある場合 開架のものは直接書架へ行き ましょう

閉架のものはカウンターで請求して下さい

．本学にない場合 学外文献複写他大学にある資料のコピーを取り寄せるものです

学外図書借用 他大学にある資料を借りるものです

相互 利 用 近隣の大学に資料がある場合はそこへ直接行ってみるのもよいかもし

れません

これらのものは申し込み書や紹介状が必要となりますので 1階カウンターで申し込んで下さい。

※申し込み書には必要とする資料についての情報（著者・タ

イトル・論文名 ・発行年 ・ページ数など）を正確に記入 し

た方がより早く資料が子元に届きます。

． 
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③過去の新聞や雑誌が見たい

過去の新聞や雑誌からの情報を卒業論文で引用することがよくあり

ます。過去の新聞は縮刷版とマイクロフィルムで所蔵しています。雑

誌については製本されています。これらは閲覧したいもののタイ トル

と何年何月何日発行あるいは何巻何号かをカウンターで申し込んで下

さい。図書館員が何日分でも何カ月分でも持ってきます。

④図書をもう少し多く、もう少し長く借りたい

通常の貸し出しは 5冊15日間ですが、卒業論文作成のためこの通常貸出とは別に 3冊30日間まで借りる． ことができます。これは図書を借りるときにカウンターで論文用特別貸出の申し込みを行って下さい。

． 

⑤グループでまとまって作成したい

このような場合にはグループ学習室があります。 3階と 4階に 2部屋づつあり、 1日1回 3時間まで利

用できます。貸出ができない資料をグループで利用する場合やグループで共通の資料を利用する場合に有

効です。利用したい場合は、利用希望日の 1日前までに利用許可願いをカウンターに提出して下さい。

以上のように図書館の利用の仕方を教えましたが、これでもわからない場合はレフ ァレンスサービス を

利用して下さい。これは図書館の情報を最大に利用するためのシステムで内容は次のとおりです。

－資料がどこにあるかわからない

－検索端末の使い方や目録カードの調べ方がわからない

．事庁たな情幸良源カ斗ましい

－図書館の有効な利用方法が知りたい

．情報の引き出し方がわからない

－もっと別の検索方法が知りたい

etc. 

資料を探すことも卒業論文作成のうちに含まれています。ですか

らまず自分で資料を探してみて下さい。もしそれでわからない場合

は、レファレンスサービスを利用して下さい。図書館員はそのよう

な場合は最大限の協力をします。図書館のことで困ったときは遠慮、

せずにカウンターに相談して下さい。
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背骨党雑誌あれこれ突安安

図書館は［本（図書）があるところ］と思っていませんか。間違いではありませ

んが 『雑誌』も豊富に揃っています。ここではちょっとその雑誌について紹介して

みましょう 。

判例タイムズ吟

+-National Geographic （英語版）

地球・生き物の育み・動物の力強い生命力・自然のスケールの大きさ・世界の人の

暮ら し・文化・歴史などを社会的で、ドキュメンタリ一色の強い写真と臨場感あふれ

る記事で綴った雑誌です。閉架にありますので、カウンターに請求して下さい。ち

なみに 日本語版は 1階雑誌コーナーにあります。英語と 日本語の記事を読み比べて

みてはどうでしょうか。

ゃーSportsGraphic Number 

あらゆるスポーツを各号のテーマにそって紹介する総合ス

ポーツ誌で、ダイナミ ックな写真とインタビューと評論を

中心としています。 1階雑誌コーナーにあります。この

雑誌は世界的に最も有名なスポーツ雑誌“SportsIllus-

trated”と編集提携をしています。こちらは 2階雑誌コー

ナーにあります。ー＋

←たしかな目

判例の速報・ 詳報や論説 ・

解説・法解釈など様々な法

律実務の課題をもり こんで

います。法曹界をは じめ官

庁・会社の法律実務家に幅

広く読まれています。開架

にありますのでカウンター

に請求して下さい。
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国民生活センターが行う商

品テスト結果を中心に消費

生活の向上に役立つ情報を

掲載しています。商品比較

テスト、 商品情報、暮ら し

の話題などの消費者向けの

生活情報誌です。当たり前

と思っていたことが案外違

うことがわかるかもしれま

せん。 2階の雑誌コーナー

にあります。

． 

． 
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世界週報言 ←世界週報
…刷、 :r; %1' 日本の二大通信社の一つ時

雌がさ3熱（；：隷f量級
拘ンE誘Vi事的平等題

$ド弘
事通信社の取材ネッ トが収

集した世界ニュースの中か

ら問題を取り上げたもので

す。解説もわかりやすく内

容も多岐にわたっているの

で世界情勢について調べる

No. 141 

Economist吟

世界情勢 ・経済動向を中心

に科学 ・スポーツ ・アート

などを総合的にカバーして

いる世界的に著明なビジネ

ス誌です。TIMEや News-

weekとは違ったタイプの

ものですから読み比べてみ

1996. 10. 

息WIS.当事
問 品開
時哨，v
欽裂民鴻剣

山AAN，；ゐA
附 叩 ． 

ときは有効なものとなり ます。 1階雑誌コーナー てはどうでしょうか。閉架にありますのでカ ウン

にあります。 ターに請求 して下さい。

申告＜＞＋＜＞号。申告。。幸＜＞＜＞号。。章。申告。辛苦＜＞＜＞幸＜＞＜＞幸＜＞＋＜＞幸。申告。。宮中申書。。争中毒。申告。。幸＜＞＋＜＞告。。幸。申書＜＞＋＋＜＞華。申告＜＞＋＋＋＋＋＜＞章。＋ ＋＋＋＋＜＞軒。告。

ここで紹介したものは、本学図書館にある雑誌の ほんの一部

です。皆さんが気軽に読める 『シティ情報ふくおか』『るるぶ』

『モーターマガジン」などの雑誌は 1・2階にあり、 学術雑誌、

論集 ・紀要、雑誌のバックナンバーは閉架書庫に揃っています。

そこで本学図書館にどのようなものがあるかわからないという方

のための強い味方が〈雑誌目録〉です。この雑誌目録は和雑誌と

洋雑誌のそれぞれに編集されていて本学にある雑誌の情報が記載

されています。各階カウンターに置いてありますのでこれを利用

してみてはどうでしょうか。見たい雑誌はカウンターに請求して

下さい。どんな雑誌でも何号分でも図書館員が持って来ます。雑誌をはじめとして全ての疑問点は 1階カ

ウンターで受け付けています。気軽に声をかけて下さい。

論集・紀要って？

論集は先生方の論文をおさめだもので＼紀要は大学や学会

の研究成果をまとめだものです。巳本全国の大学の論集 ・紀

要が図書館にはあります。 今勉強している科目の先生の論文

を読んでみだり＼ 先生にどの論文ガ参考になるかを聞いてみ

るのもよいかもしれません。

というわけで雑誌についてちょ っとふれてみました。これか ら

は図書館の雑誌にも目を向けてみてください。新たな発見がきっ

とあるはずです。
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A Vコーナーを拡充

ヲイドテνさ＠却忠也ット完成
-CATVを放映、来年度には CNN放送も－

1992 （平成 4）年12月に図書館の増改築工事が

竣工し、利用を開始した。新図書館の利用者向け

新設備としては、 1階から順に軽読書コーナー

（ブラウジングコーナー）、 AVブース（視聴覚

コーナー）、ワープロタイプ室 （後にパソコン学

習のための図書館 SAINSルームに転用）、グルー

プ学習閲覧室 3室、グループ視聴覚室等である。

これらのなかでも、旧館時代には貧弱で、あった視

聴覚関係設備の充実に力を入れ、その結果、平成

4年度以降の視聴覚設備の利用は活発で、ある。視

聴覚設備は、映像、音楽文化が普及している現代

では不可欠な設備である。なかでも本館ではビデ

オの利用度が高いため、本年度にAVコーナーの

モニヂーテレビを 4台増設した。授業や研究の面

でも視聴覚教材が普及しており、図書館資料費に

占める視聴覚関係費も増加傾向にある。

一方、大学の中で、一般テレビ放送を視聴でき

る機会とスペースがほとんどないことが指摘され

てきτいた。そのため、増改築にあわせて一般放

送を視聴できるコーナーの設置を検討していたが、

予算の関係で実現できないままであった。 しかし、

昨年度、図書館家具、備品を専門とする大子メー

カ一、日本ファイリング株式会社の関連財団法人

である田嶋記念大学図書館振興財団から、図書館

設備購入のための助成金を受けることが決定した

ため、本年度において一般放送用視聴セットの設

置を実現することができた。

設置の場所は、現AVコーナーの北側、検索用

端末の隣である。 1スパンのエリア内に SONY

32型ワイドテレビ 1台と 5人が同時にヘッドホ

ンで視聴できる座席セットを扇形に配置した。ボ

リュームは各々の座席の横に設置 しているパネル

で行う。放送媒体は CATV。計画では CNN（世

界142カ国を24時間のリアルタイムで結び＼同時

英語字幕や 2カ国語放送で定評のあるニュース専

門チャンネル）を放映するはずであったが、予算

の関係で来年 3月まではニュース、 ドラマ、ス

ポーツを主体にした一般放送で試験的に稼動する

ことになる。 CNN放送については、本年度中に

予算化し、来年度には放送を実現したいと考えて

いる。将来的にはスポーツ、海外ドラマなど、

CNN以外のCS放送も実現し、またビデオ再生

装置も取り 付けたい。

静謡を旨とする図書館内に、グループ視聴覚室

は別として、オープンフロアに研究向けでないテ

レビ視聴設備が果たして必要で、あるかという意見

もあろうが、情報媒体の多様化と、学生を中心と

した高い図書館利用状況への対応、新聞の活字に

対するテレビの映像というような感覚で理解して

もらいたい。懸念される音声については既に述べ

たようにヘッドホンで聴くことになるので、大き

な問題はないであろうと考えている。

以上のように、この視聴セットは段階的に内容

を充実させていくことになる。単に一般放送のみ

ならず、外国語放送や海外のニュース、スポーツ、

音楽番組などが放送できることになり、ますます

図書館にふさわしい視聴セットになるはずで、ある。

（事務次長篠崎掬）

0冬季休暇の貸出は12月9日より行いま

す。

O卒業論文作成のための貸出期間と冊数 制

が＼増えますので申し出てくだ、さい。
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