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図書館への勧誘、館友をつくろう！

1 まごつき迷っていませんか？

新入生の皆さん、入学おめでとう。入学して間

もない皆さ んは、 大学での毎日の生活が、中学校

や高等学校でのそれとはだいぶ違っ ていて、まご

ついていませんか、あるいは迷っていませんか。

今の中 ・高時代の生活を よく知 らないので、あ

まり大きいことはいえませんが、私は、入学 した

当初、かなりまごつき迷った経験をもっています。

朝大学に行っても行くべき決まった教室があるわ

けではない、だから慣れた級友に会うこともない、

連絡や指示を してくれるクラスの先生はいない、

何となく不安のま ま直行する教室は大講義室で、

見慣れない顔、顔ばかりである、教授は何かしゃ

べっているが遠く にいる感じで、何となくとっつ

きにくい、違和感というほどではないが、大学全

イ本がイ可と なく よそよそしい、そんな感じでした。

急に、今までのたがが緩み、つっかえ棒がなくなっ

てふわっとなったようでした。それは、 一種の迷

いでもあ ったようです。

2 「大学図書館」へ

ところで皆さん ／ 皆さんがもしそんな風な気

持ちになっているときは、ちょっと大学図書館を

覗いてみませんか。図書館は、南校門から入れば

右手、前面の広場を挟んで 2号館の東側に堂々と

準え立っ ています。

図書館は、図書 を友にし、その友を友とするの

に絶好の場所です。独り ぼっちであればなおさら、

そう でなくても図書館 は、 一人落ち着いて、気分

を静め、自分の周りを眺め、自分を見つめるのに

丁度良いとこ ろです。

もちろん図書館の本来の働きは、学生の皆さん

方にとっては 「学修用」であ って、「眠想用」で

はありませんが、そのような利用のし方をして悪

いということは少しもありません。

ただせっかく図書館に入ったのですから、も っ

といろんな利用の仕方を見つけるようにしたらど

うでしょう。例えば、 書物と仲良くなるように努

めてみることです。

そのためには、何階のどこにどのような書物が

あるかを暗記するぐらい覚えるとよいと思います。

そうすると書物の方が皆さんを待っているように

なります。可愛いなと思うようになります。図書

査官はあなたにひfったりのところとなるでしょう 。

3 図書館の位置づけ

図書館は、大学 にとってとても大事な施設です。

よく図書館は、人の身体になぞ らえられて、それ

は大学の頭脳であり、心臓であるといわれます。

どんなにキャンパスが広くても、どんなに建物が

図書館長川上宏二郎

立派で、も、どんなに設備が整っていても、図書館

の貧相な大学は、大学ではない、あるいはたかが

知れているといわれてもしょうがないほどです。

よその大学 を訪れたとき、その大学の レベルを

知るには、まず図書館を見ることだといわれます。

図書館はその大学のレベルのバロメーターだとい

うわけです。わが西南学院大学の図書館は、完全

無欠ではもちろんありませんが、合格点はゅうに

付け られます。

4 図書館の役割り

大学の図書館の働きは、 「学修用」であるとと

もに、 「教育用」、「研究用」で もあります。皆さ

ん方が、学修し、また学修を越えて教育 ・研究に

進むことを、側面から支援するのが図書館の役割

りです。そのためにこれを可能にする専門書が、

いっぱいあるのです。この点が、普通の市中にあ

る図書館と違う とこ ろです。

5 図書館の利活用

図書館は、図書資料を蔵 している施設ですが、

それらの図書が眠っていては何もなりません。関

係者の方に利用されてこそ図書館です。学生に、

教員・職員に、卒業生に、他の大学の研究者に、

活用されてこそその図書館は生き生きとしてきま

す。

最近は、図書館を取り巻く環境がどんどん変り

つつあります。その一番大きいのは、複写機の発

達、コンビュータの導入です。 このことは、単に

事務処理にとって役立っているだけではなく、利

用者の皆さんにとっても、図書探しの作業が、た

いへん網羅的に早く楽になったことを意味 します。

ビデオテープや CD-ROMなど、かつて図書館

になかったものが、どんどん増えてきています。

本学の図書館も、これらの発展に合っ たサービ

ス提供や、円滑な「利活用」を中心としたサービ

ス体制や、組織運営体制につき、常に現状の見直

し、改善に努力しているところです。

6 積極的参加とマナー

皆さん方も、与えられてそこにあるものを単に

利用するという消極的な態度にとどまらず、本学

亘書館の、ひいては本学のレベルアップに向けた

積極的な参加をお願いしたいと思います。

なお最近は、利用者の皆さんの中に、図書館の

中でのマナーを心得ない人がいるよ うです。周り

に迷惑をかけない よう私語や物音を避けて、一人

にそ っとしてもらいたい他人の気持ち を尊重する

雰囲気が保てるようお互 いに気をつけていきたい

ものです。
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「図書館で理論武装して、先生をやつつけよう！」

A君、入学おめでとう。第一志望に入れなくて

残念だったけれど、西南学院大学でじっくり学ん

で、自分の進むべき途を見つけたいという便りを

嬉 しく拝読しました。ご両親もすっかり安心され

たこ とで、しょう。

A君。私も第一志望に入れなくて、地方の国立

大学で学んだのですが、今ではそれで良かったと

思 っています。というのは、 学生数が少ないこと

もあって、先生方と親密な関係を築けたからです。

西南学院大学も小ぢんまりしていて、先生方とも

親しくなりやすく、じっくり学んで、、将来の進路

を見つけるには絶好の環境です。

A君。大学時代の私は、生意気にも、先生の研

究室を訪ねては、生半可な知識を振りかざし、よ

く先生に議論を吹っ掛けたものでした。先生の方

も、馬鹿にせずに議論に付き合い、まともに相手

をして下さいました。こうした大学生活が、その

後の私の人生を決定したようです。 もちろん、先

生の研究室を訪ねるには、それなりの「理論武装」

が必要です。だから、図書館にはよく通いました。

先生の見解とは違う論理が展開されている本に出

会った時の喜び、は格別で、す。これでまた先生に議

論を吹っ掛けることが出来るわけですから・・・・

図書館の多様な利用法

新入生の皆さん、大学生活のスタ ー トを切られ

ていかがお過ごしでしょうか。おそらく、毎日が
新鮮で、新しい発見も多く、すべてに於いて意欲

にt然えていることと思います。

大学の講義では、高校までの授業 と違って、知

らない事や分からない所を自分で調べる必要があ

ります。そこで、図書館の積極的な利用をお勧め

します。私も、講義で提出しなければならないレ

ポー トの参考になる文献やゼミで使用する資料な

どを探すために、空き時間や課外によく大学の図

書館を利用しています。大学図書館には、膨大な

数の専門書や文献、さらに、それらの図書を探し
たり、 言葉の意味や人名・ 地名・年鑑などを調べ

るのに役立つ参考図書などが多数所蔵してあり、

疑問点を解決する手助けとなります。大学図書館

には難解な分厚い図書や辞典ばかりのイメ ージが

あるかも しれませんが、 比較的手軽に読める図書

も数多くあります。私は、 2Fのベス トセラーズ
のコーナーが好きで、よく貸りて読んで、います。

また同じく 2Fの学術雑誌コーナーは各学部関係

の新着雑誌が揃 っていて、特に、「Newsweek」
は 1Fのブラウジングコーナーに日本語版が置い

てあるので、英語版を閲覧する時に日本語版を手

商学部教授小川雄平

A君。君は読書が苦手だといっていましたね。

それはおそらく、 君がまだ読書の醍醐味を知らな

いからだと思います。私は中学一年になる春休み

に、たまたま家にあ った 「チボ一家の人々』を読

み始めたら面白くて止められず、徹夜をしてしまっ

たことがあります。もちろ ん、 専門書の場合はそ

うは行きません。それでも、何か目的があれば・・・

－－－例えば、先生に議論を吹っ掛けるためであれば、

専門書 を読むのも苦にならないものです。

A君。大学図書館を利用していますか ？ 図存

館はいわば宝の山です。開架に出ているのは蔵舎

のごく 一部で、大部分の専門書 は書庫に入って い

ます。大学図書館の 2階には国連寄託図書や EU
（欧州連合）・ OECD（経済協力開発機構）の資料

も揃っています。早 く図書の検索にも慣れて、 宝

の山にアクセスして下さい。

A君。百道浜の博物館の隣に市立図書館もオー

プンしました。こちらは、 一般警に加えてビデオ

も楽しめます。大学図書館と市立図書館を上手く

利用して、大学生活を充実したものにして下さい。

君が 「理論武装」して研究室に来てくれるのを、

私は首を長く して待勺ています。

文学部英文学科4年宮 地 紘子

元に置いておけば理解しやすく、英詩の勉強の

子助けにもなるのではないでし ょうか。また、雑
誌・新問類は図書a よりも最新．の情幸民が豊富で、ある

ばかりで、なく、写真などの祝党的な領j或カ冶らも甘

報を得ることが出来、ある対象を研究する場令に

於いても、 専門書や研究書だけでなくこれらの物

も利用すると ｜幅広く情報を入手することが可能に
なると思います。その他、図書館には情報処理科

目受講者が自由にパソコンを使用できる SAIN
ルームや AVコーナーがあり 、特に AVコーナー

では、ビデオや CDなどが視聴出来るほか、昨

年度設置 された TVでニ ュースや ドラマな ども

視聴出来、映像による情報入手も可能になって き

ましfこ。

このように、図書館は私たち学生にと って専門

的な知識を提供してくれる場であり、様々な情報

が溢れてい ます。試験中は大勢の学生が利用する

ので席を探すのにもー苦労する時がありますが、
普段は静かで、勉強や読書 をするには最適な場所

です。新入生の皆さん、また、新入生以外の人も、

空き時間を有効に使って、図書館で自分なりの過

ごし方を見つけてみてはどうでしょうか。必ず新

しい発見があると思い ます。
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ライブヨジ週四ツアーへょうど：を

。ツアーの入口はこちらの入館ゲートからとなっ

ています。

＠ 続きまして右手の方をご覧下さい。 検索用の

端末（OPAC）が並んで、います。これで自分の探

している資料をお探し下さい。この端末は 1階だ

けでなく 2、3、4階の各階に設置しています。こ

の端末の後ろにはワイドテレビをはじめ LD、CD、

VTRが揃った AVコーナーとなっています。時

間があるときはじっくりと利用してみて下さい。

受付は先ほどのカウンターでお願いします。

この AVコーナーに隣接 しているのが第 1参考

図書コーナーです。辞書、事典等の情報検索に必

要なツールが揃っています。

＠ まず、正面に見えますのが閲覧カウンターで

す。図書の貸出、返却をはじめ図書館に関する質

問を受け付けています。図書館のことでわからな

いことがあったらカウンターで尋ねて下さい。

。それでは、左手側を見て下さい。新聞、雑誌

コーナーです。新聞は全国紙、英字新聞、海外の

新聞があります。雑誌は気軽に読める一般誌が中

心となっています。

さあ、 2階へ行ってみましょう。
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＠ 2階にあがってまず右手にあるのが、 1階と

は別の雑誌コーナーです。こちらは各学部に関連

した和雑誌と洋雑誌があります。 TIME、NEWS-

M厄EKをはじめ ELLEや FIGAROといったファッ

ション誌もここにあります。女子学生の方は要

チェックです。

階段の正面の書架は指定図書コーナーです。これ

は各先生が授業で使われる図書を集めたもので

す。授業の参考になりますので、ぜひ一読して下

さい。

No. 142 

それでは書架の方へ移ってみましょう。

。最初にあるのがベストセラーと問題集の書架

です。これに続いて辞典があります。 2階には主

に、コンビュータ一、心理学、キリスト教、歴史、

自然科学関係の図書が集まっています。

。書架を反対側に行ってみましょう。このパソ

コンが並んでいる部屋は SAINSルームです。情

報処理の登録をしている学生は利用できます。詳

しくは 6号館の情報処理センターへ。

＠ 2階を進んで、突き当たりにあるのが国際機関

資料室です。国際連合、 EU（欧州連合）、OECD

関係の資料が揃っています。九州、｜の大学では本当

にしかない資料室です。国際機関に興味のある方

は、 一度見学してみて下さい。

。2階最後の案内になりますが、大型本コーナー

です。大型の美術書、地図はこちらです。

それでは3階に上がりましょう。
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＠ 3階は主に社会科学関係図書のフロアーとなっ

ています。経済、法律、商学、教育関係図書はこ

ちらになります。 2階と同じで辞典は階段を上っ

て左手のところにあります。

それと 1階のところで言い忘れましたが、コピー

機は l階と ここ 3階そ して 4階に設置されていま

す。

No. 142 

続いて 4階へ行きましょう。

⑪ ここ 4階には産業、芸術、文化、言語、文学

そして洋書があります。辞典も他の階と同じとこ

ろにあり、洋書の辞典もここにあります。

これでひととおり見てきましたが、今日は特別に普段は入ることができない開架書庫の方

も行ってみましょう。

~ 51渚は教授閲覧室です。ここには外国雑誌が

E 富に揃っています。皆さんも見たことがないも

のが多いはずです。そ して雑誌のバックナンバー

もここにあります。これらのものが見たい場合は

1階のカ ウンターで請求して下さい。

＠ こちらは積層書架です。先ほど見た部分は 5

階でしたが、こちらは 7層に分かれています。検

索端末、カー ド目録で“閉架”と表示されるもの

がここにあります。こちらにあるものを閲覧する

ときもカウンターで請求して下さい。

これで図書館を 1周してきたわけですが、いかがでしたか？ え、見ただけではよくわか らな

かった？ そうでしょう。今回のツアープログラムは図書館の設備の案内をメインとして まし

たから。図書館のこ とをより深く知っていくには、 実際に皆さんが図書館を活用していくこと

が一番の方法だといえます。皆さんの来館をお待ちしており ます。
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輯謹醒寵覇聾
く書名／編著者／出版社／請求記号＞

フィールドワークを歩く一文科系研究者の知識と

経験／須藤健一／嵯峨野書院／002.7.13

マルチメディア環境と経済学／児玉正憲／九州大

学出版会／007.3.88

消費のなかの芸－ベストセラーを読む／吉本隆明

／ロッキング・オン／019.0.63

現代哲学の潮流－哲学と生活世界の展開／里見草

之／ ミネノレヴpァ書房／104.0.98

フィロソフィアの源流と伝統／内山勝利／ ミネル

ウやア書房／130.2.78

日本人は何をしたか、しなかったか／阿部志郎／

日本基督教出版局／190.0.38

聖書の土地と人びと／三浦朱門／新潮社／

193.02.15 

歴史の現象学／現象学 ・解釈学研究会／世界書院

/201.1. 51 

日本人の再発見一民衆史と民俗学の接点、から／

色川大吉／小学館／210.04.86

日本の侵略戦争とアジアの子ども／久保井規夫／

明石書店／210.75 .168 

博多川上音二郎／江頭光／西日本新聞社／

289 .1Ka94. 2 

生命のけはいーヤポネシア探検紀行／立松和平／

立風書房／291.09.71 

政策・決定・行動／大河原伸夫／木鐸社／

301.0.70 

保守とはなにか／江藤淳／文雲春秋／

304.0.321 

企業と国家／恒川恵市／東京大学出版会／

311. 0. 276 

地方自治と都市政治／Hampton,William／敬文

堂／318.1. 61 

新国際関係論／花井等／東洋経済新報社／

319.0.206 

東南アジア国際関係の構図一理論地域学をめざし

て／須藤季夫／勤草書房／319.23.8

わたしは家裁調査官／藤川洋子／日本評論社／

327.4.12 

普遍的国際社会の成立と国際法／芹田健太郎／有
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斐閣／329.0.132

新しいマクロ経済学－クラシカルとケイジアンの

趨逗／費藤誠／有斐閣／331.Sa25. 2 

アジア経済を学ぶ人のために／本多健吉／世界思

想、社／332.2.124

中国経済五つの誤解／王曙光／ダイヤモンド社／

332.22.368 

国際経済とマクロ経済政策／Argy,Victor E. / 

晃洋書房／333.6.446

土地は公共財－繁栄のための土地公有化／山口健

治／近代文芸社／334.6.45

企業の基礎理論／稲別正晴／法律文化社／

335.0.132 

これからの国際経営戦略／永尾正章／日本貿易振

興会／335.21.108 

企業のエコバランス／Braunschweig,A.／白桃

書房／336.9B71. l 

プロダクト管理会計／河田信／中央経済社／

336.84.60 

EMS欧州通貨制度－欧州通貨統合の焦点／

田中素香／有斐閣／337.23.1

実践ゼミナール日本の金融／鈴木淑夫／東洋経済

新報社／338.21.170

トピックス財政学－わが国財政の長期的課題と理

論／吉田達雄／中央経済社／341.Y86. 2 

統計学的発想、法一物の見方・考え方の変革／広i
守俊／近代文芸社／350.1. 75 

経済大国を作り上げた思想－高度経済成長期の労

働エートス／間宏／文真堂／361.H49. 2 

中国人の心一実践的中国人論／都築洋／総合法令

出版／361.42. 77 

コミュニケーション入門／船津衛／有斐閣／

361. 45 .102 

福祉のしごと／川井龍介／労働旬報社／

369 .1. 83 

教育の現象学／中田基昭／川島書店／

371.1. 96 

教師の実力とは何か／有田和正／明治図書出版／

374.3.90 

情報教育概論／永田元康／コロナ社／

375.19.38 

パラダイム再考／中山茂／ミネルヴァ書房／

410.0.180 

電磁波の正体と恐怖／小山寿／河出書房新社／

427.7.1 

日本の水問題を考える－現場からの提案／
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上田憲一／技報堂出版／517.0.14

環境経済学／植田和弘／岩波書店／

519.0.146 

日本の環境問題と環境教育／今井清一／晃洋書房

/519.0.155 

インターネット・リテラシー／高辻秀興／工学図

書／547.48.126

国土政策と地域政策－21世紀の国土政策を模索す

る／矢田俊文／大明堂／601.1.90

日本産業の大転換ー「産業空洞化論」／富士総合研

究所／東洋経済新報社／602.1.156 

国際農業開発論／増田寓孝／農林統計協会／

611.0.140 

実践英語の本番「ビジネス英会話」 ／信達郎／三

修社／670.93.195

広告ビジネスの基礎講座／宣伝会議／宣伝会議／

674.0.23 

現代流通のマクロ分析／江上哲／ ミネルヴァ書房

/675.4.93 

国際取引契約の理論と実際／浅田福一／同文館出

版／678.4.154

パリで出会う名画50／一／小学館／

723.3.6 

通訳の極意／小林淳夫／南雲堂フェニックス／

801. 7. 49 

辞書ではわからない英語の使い方／岩垣守彦／ジ

ヤノマンタ イムズ／865.0.17

宮沢賢治キーワード図鑑／－／平凡社／

910. 268Mi89. 34 

国文学・短歌論・国語学（折口信夫全集） ／折口

信夫／中央公論社／910.8.5-16

芭蕉百名言／山下ー海／富士見書房／

911.32.28 

平家物語の全体像／武久堅／和泉書院／

913.434.1 

No. 142 

人はなぜ嘱されるのか－非科学を科学する／安斎

育郎／朝日新聞社／914.6A49. 2 

風花（かざはな）抄／白洲正子／世界文化社／

914. 6Sh85. 8 

ベンヤミン アドルノ往復書簡／Benjamin,W. 

／品文社／945.B35.3

すべては消えゆく ／Mandiargues,A. P. de／臼

水社／953.Ma43.2

「嵐が丘」／カラー・字幕・ 105分／朝日新聞社／

778. VT .ARA (778.LV .ARA) 

「宮沢賢治の旅」（2巻）／カラー・ 各45分／

NH  Kビデオ／910.VT.MIY

「ライジング・サン」／カラー・ 字幕・ 129分／20

世紀フォックス／778.VT. RAI 

「HACKERS」（サイバーネット）／カラー・ 字幕

. 104分／MGM/778.L V. SAI 

「グッドバイ トゥモロー」／カラー・ 字幕 ・86分

／朝日新聞社／778.VT. GUB 

「司馬遼太郎が語る」（全 7集・新潮CD講演）

／各58～ 74分／新潮社／914.CD.SHI

（上記は、平成 8年12月～平成 9年 2月新着図書

＜和書＞・視聴覚資料の一部です。）
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お知 ら せ

。教育実習・卒業論文用の貸出について

別の貸出手続きが必要です。カウンターへ申

し出てく fごさい。

貸出日数や貸出冊数が増えることになります。

0毎月第 4木曜日は、コンビューターの保守作業

のため、終日、端末機による図書検索ができ

ませんので、 事前に検索をすませておきま

しょう。

。図書館利用のルール

く〉態度一一私語、 H共笑をしないこと

く＞禁煙一一喫煙室以外は禁煙

。飲食一一館内は持ち込み飲食禁止

編集後記

「鶴飼は天生ならず、 変化するは ｜啄 ；，，~· に在 り」

（韓愈）

新入生の学生の方も、図書館で大いに羽縫いの努

力をして下さい。（Y.M) 
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． 
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． 
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あなたの解答を待ってます。

在学番号 氏名

次の仁コに当てはまる答えはどれでしょう。

下の語群より選んでその記号を記入してください。この解答用紙は図書館 1階カ

ウンターへ提出してください。多数の応募をお待ちします。（ 1人1枚まで）

全問正解者にはテレホンカードまたは、「Ah, Seinan.ノ」のCDを差し上げます。

ただし、正解者多数のときは、抽選で 5名とします。

問 1. 図書や雑誌の配置を大まかに把握する方法は？

階段のぼり口の｜ ｜が参考になる。

問2.新聞の閲覧台やハンガーラックに見当たらない過日分の新聞は

｜ ｜票で請求し閲覧することができる。

問3.館内での私語・挨拶・峡笑は、他の利用者の迷惑に l
問4. 図書館に入館するためには、｜ ｜が必要である。

問 5.館内での｜ ｜は、厳禁である。

問6.図書の貸出・返却の手続きは｜ ｜で行う 。

問 7.本の返却が遅れると 1冊 1日10円の｜ ｜を支払わなければな ら

問19.

問20.

ない。

2階の指定書コーナーの図書は、貸出が

c Dを検索するときは、曲目あるいは、作曲者と｜

すると早く検索できる。

ビデオテープを検索するときは、タイトルと｜

早く検索できる。

。

｜を、入力

｜を入力すると

法律時報－｜ ｜・ジ、ユリストは、バックナンバーの一部を 3階

の辞書棚近くに配架されている。

圭五目ア．辞書棚 イ．ベストセラー ゥ．閉架図書閲覧エ．コピーカード オ．なる

口口・ヵ．配置パネルキ．学生証ク．延滞金ケ．法学セミナー コ．雑誌目録

群 lサ．できる シ．紹介状ス．できないセ．飲食ソ. 3階・ 4階タ．請求記号

チ．端末（OPAC) ツ. 1階カウンター テ．ロクオン ト．エイゾウ




