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新 入

新入生諸君、入学して早や 2ヵ月以上たちまし

たね。もう西南学院大学になれましたか。一日も

Iく新 しい環境になれる ことが、 4年間の学生生

活を楽しく かっ有意義に過ごすための秘訣です。

今日は、諸君のこれからの学生生活に とって不可

欠な図書館を案内 してみたいと思います。

まず、本学の図書館を簡単に紹介いたしましょ

う。大学の図書館が高校のそれと比べて、何と大

きな建物であるか、鴬いた人もいるでしょう。そ

うなんです。本学の図書館には、合計約67万冊の

関守 （利害約41万冊、 洋書約26万冊）、約6,200種

類の雑誌（キII雑誌約4,200種類、洋雑誌約2,000種

類）、約13'000点の視聴覚資料が揃っているので

す。このように図書館には、図書や学術雑誌など

の印刷媒体のみならず、 ビデオ、マイクロフィルム

などの視聴覚資料、インターネ ットや CD-ROM

などの電子メディア等非印刷媒体が所蔵されてい

ます。

大学図書館は、いうまでもないことですが、大

学における最大の知恵 ・知識の宝庫であり、情報

源であります。そこは、 キャンノマスの 「ワ ンダー

ランド」です。諸君は、そこで、古今東西、世界

のすぐれた人の作品や思想、に出会い、感動をえる

ことができるのです。

じさん、「ワンダーランド」へ是非来てみてく

ださい。

「ワ ンダーラン ド」の楽しみかたについては、

『図書館報』の前号143号 （1997年10月）のなか

に書いておきましたので、関心のある方はそちら

をご覧ください。

きて、本学の図書館は、次の点で近隣の他の大

品に比べ、特徴があります。

まず第 lに、開架率が約32%ということです。

利用者は、自分の探したいものを直接自分で書架

まで行って見つけることができます。最初は、宝

物探しの気分で、探してみてはいかがですか。

第2は、本学は文系の大学にしては、所蔵して

いる図書や雑誌などの数が多いほうなのですが、

とりわけ、国際機関（国連、 EU、OECD）関連

のドキュメントを整理して、公開している点に特

徴があります。国連の関係者から「西南は資料が

生
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図書館長岩間 徹

よく整理されている」と高い評価をうけておりま

す。他大学の研究者や学生も利用し、感謝されて

おります。

第3は、今年度から 3階に新 SAINSルームが

完成しました。これで、マックとウインドウズ95を

合わせて80台になりました。パソ コン実習室です

が、図書検索、メール、インターネット、 CD

ROMなどに利用できます。このところ、図書館

で一番人気は、この SAINSルームだそうです。

いつも多くの学生でごったがえしているようです。

誰でも利用できます。アシスタントもいます。い

つでも相談にのってくれます。皆さんどうぞご利

用下さい。

もう少し、この部屋のことを説明することにし

ましょう。この部屋からは、いつでも世界へ情報

を発信でき、また、いつでも世界から情報を入手

できます（もちろん開館中に限りますが）。私の

学生時代、最新の情報（たとえば、国連情報）を

入手する場合、国連の担当者に直接手紙を書いた

りして依頼したものですが、求めていたものが手

元に届くまでには数ヵ月もかかりました。ところ

が、最近はどうでしょう。ヒットすれば、直ちに

入手できます。また、他の研究者のホームページ

を開いて、必要な文献を入手できます。インター

ネット上で研究の相談をすることもできます。最

後に一言、インターネットを使いこなせるように

なりますと、英語が一段と上達します。これは、

100%保証いたします。

さて、本学の図書館についてその特徴を交えて

説明してきましたが、図書館の価値を最大限発揮

できるかどうかは、いうまでもなく、利用者であ

る学生の意欲と腕にかかっています。たとえどん

なにすばらしい図書館であっても、学生が利用し

ようという気にならなければ、またその気になっ

ても使い方を知らなくては意味がありません。気

兼ねしないでどしどし職員に聞いてください。諸

君の来館を待っています。

最後になりますが、図書館は学生の希望図書を

受け入れます。購入してほ しいものがありま した

ら、図書館まで申し出てください。出来るかぎり、

希望をかなえるようにしています。
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参考図書利用について

1 .一般篇

調べたいテーマについて辞書などで
詳しく正確につかむ。

↓ 図書・新聞・雑誌などいろいろな資料
から情報をさがす。

↓ 
探した資料の中から必要なものを選択
する。手に入れる方法はいろいろあります。

今度の レポート 「テーマは 自由です。」と言っ

てたから、以前から気になっていた 市ダイオキシ

ン庁にしょうかな。図書館へ行って『百科事典』・

『現代用語の基礎知識』を見てみるのもいいけど、

この場合環境に関する事典類が詳しいかもしれな

い。まずは、カウンターに置いである 『日本十進

分類法』の相関索引のページで叩環境庁を調べる

と（519.・・）。この番号の辞書棚を見てみよう 。

結構いろいろある。『環境用語事典』を見てみよ

う。えーと、夕、、イオキシン関係の大きな事件は

市セべソ事件庁ともラブキャナル事件庁か。これ

について もそれぞれの項目に書いである。 市セべ

ソ事件庁をき っかけにホバーゼル条約。ができた

のか。これは、 『環境六法』を見ればわかるかな。

産業廃棄物の不法投棄に関する法律の文献や判例

は 『法律判例文献情報』（｜引架） で制べてくれ武資

料に当たろう 。

今度は端末 （OPAC）で図書館にある本を検来’

してみ よう。 ローマ字で市DAIOKISHIN＇＇と ，＇F

名の とこ ろにいれて Ctrl（送信）キーを:J:ll'す。

2 件 ヒ ッ トした。 『旬：は枯れ~斉lj を浴びブこ』 （ 0

223 .1) 09・ ..は文庫本の棚にあ ったな。この本の

最後のページにホベ ト ナムの.fr~れ葉作戦に ｜刻する

文献庁が書いてある。もう 一件は 『ダイオキシン

の リスク評価』（519.15.7）これも 2附にある。

これはずいぶん詳しいな。このあた りに環坑に｜刻

する本が並んで、いるから他にも参考になる本があ

るかもしれない。

それから、新聞 ・雑誌も調べてみよう 。まず

第一参考図書コーナーで 『大宅壮一（おおやそう
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いち）文庫雑誌記事索引総目録』から『件名総索

ヨ｜』でホダイオキシンF をひいてみるとホ世界・

ベトナム戦争。の項目になっている。それから

ホゴミ庁で見てみると市公害一般庁の中のホゴミ

戦争。の項目か。 市環境庁は同じく市公害一般庁

のホ環境 ・自然保護庁の項目だな。 まず、 『件名

編』の目次から、世界・ベ トナム戦争グの中の

市枯葉作戦 ・夕、イオキシン庁のページを探すと、

ゴミ問題としてのホダイオキシン庁もここにまと

めである。 ホゴミ戦争。と市環境・自然保護庁も

念のために見ておこう。それから、『地球環境情

報：新聞記事データベース」・『環境記事索引』

も見てみ よう 。あとは、『朝日新聞記事データベ

ース』・『CD-ASAX50YRS』の CD-ROMが

カウンター前のキャビネッ トの中にあるから出し

てもらって SAINSルームで見てみよう 。ビデ

オもい っぱいあるな一。NHKの『地球ファミリ

ー』・『自然と環境」・『映像の世紀』（開架）もあ

る。『図書館の達人』か、これを見たらもっと図

閉館の資料が使えるようにな りそう 。あ、カウン

ターの後ろに雑誌の 『時事英語研究』・『English

Journal』に付いてい るテープが置いてある。あれ

も雑誌を見ながら聞いたら英語の勉強に良さそう。

つぎは、イ ンターネッ トで調べよう。九州大学

は国立の 5大学を横断検索できるから、ここにア

クセスすると広範囲をカバーできそうだな。所蔵

もわかるから近くの大学ならカウンターで紹介状

を書いてもら って見に行こう。遠いところは本を

借りてもらおうかな。でも、往復の送料は自己負

F人名辞典 「人名辞典 幅岡田回虫
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担だからどうしても読みたいものだけにしとこう。

それともカウンターに購入希望を出そうかな。あ、

それから新聞記事は新聞社のホームページにアク

セスしてみたらイ可かでてくるかもしれない。

貸出中の本は予約をした し、資料もこれでよし

と。あとはレポートを書くだけだ。

2 .図書等篇

図書館は皆さん方に対して各種のサービスを提

イ共しています。

レファレンスサービスはその中の一つであり、

特に新入生の皆さんには耳慣れない言葉だとも思

われます。そこで、具体的事例を示じて、その理

解の一助にしていただき、そのサービスを通して

より充実した勉学生活をおくられることを希望し

ております。

特に、今年4月よりレファレンス専門要員を一

階カウンタ ーに配置しておりますので、遠慮なく

質問をぶつけてください。もちろんそのためには、

我々レファレンス要員も研鎖をつんで、いくつもり

であることはいうまでもありません。

〔質問例 1〕 不良債権は、英語で何というか知

りたい。

〔回答例〕 ここ数年来、話題になっている事柄

なので、新語辞書でヲ｜いてみる。 『情報・知

識 Imidas』 （集英社、年刊）を引くと「金

融機関の不良債権」という見出しに“bad

． 

． 
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assets of financial institutions，，という英

語がついており、「不良債権の処理法」には、

“working off bad debts”とあります。これ

では判断がつきかねるので『和英・英和経済

用語事典』（長谷川啓之、富士書房）を引き、

bad debts （二badloan）であるとわかりま

す。

〔質問例 2〕 アメリカの民謡「なつかしのパー

ジニア」の原題を知りたい。

11JLA図書館’情報学テキストシリーズ、』（日本図書館協会）

． 〔回答例〕 アメリカ民謡とあり、かなり有名な

曲と判断はつくので『世界大音楽全集』（堀

内敬三、音楽之友社、全120巻）の声楽篇に

『世界民謡 1・2・3』があり、それのアメリ

カの項を見れば‘CarryMe Back to Old 

Virginny”とある。楽譜と歌詞の 2番まで載っ

ています。

〔質問例 3〕 イタリアのスペイン広場の由来を

知りたい。

『JLA図書館情報学テキストシリーズ』（日本図書館協会）

． 
〔回答例〕 観光地であるとの判断をつけ、観光

ガイド、旅行記の類にあたることとする。そ

の際、主観があらわれるエッセイよりは索引

がついた事典的なものが妥当なので、それも

考慮、にいれ『読んで、旅する世界の歴史と文化

－イタリアー」（河島英昭、新潮社）をみれ

ば、次のようにあります。

市パノレカッチャの泉のある広場からトリニ

タ・ディ・モンティ聖堂に至る石段、通称ス

ペイン階段には各国の旅行者が腰をおろし、

ローマの風情を満喫している。……17世紀の

中頃からフランス人やスペイン人が住み、ま

た、画家、彫刻家が集まり、 芸術の中心とも

なっていた。．．．．．．庁

〔質問例 4〕 清拙正澄（1274-1339）の花押が

見たい。

『JLA図書館情報学テキストシリーズ』（日本図書館協会）

〔回答例〕 年代からみて歴史上の人物とはわか

No. 144 1998. 6. ぬ
るが、よみがわからないのでまず『歴史人名

よみかた辞典』（日外アソシエーツ）で「セ

イセツ ショウチョウ」とよみ鎌倉時代の禅

僧だということがわかります。次に 『落款花

押大辞典上・下』（小田栄一 ・古賀健蔵、

淡交社）で、「セイセツ ショウチョウ」を

みればその略歴までわかります。

〔質問例 5〕 書名は、わかっているのですが、

著者が誰か知りたいのですが？

〔回答例〕 『Booksin Print』（年刊）で、 －：！：

者、出版年がわかります。

〔質問例 6〕 「丁班魚」は何と読むのですか？

（柳田国男の「鯛牛考」でメダカに

ついての文章に出てくる。）

『レファレンス事例集』（札幌市中央図書館参考関占室）

〔回答例〕〔国語辞典〕

① 「広辞苑」くメダカ〉をひくと 『1-1市』の

みで 『丁班魚、』は無し。

② 「日本国語大辞典」（本館 H皆開架）〈メダ

カ〉をひくと、 『目高』、r丁班魚』とも L

出てきます。

3 .雑誌篇
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〔質問例 1〕

〔回答例〕 ISSN-・・ 「国際標準逐次刊行物番号」

(International Standard Serial Number) 

ISBN・・・ 「国際標準図書番号」

(International Standard Book Number) 

す蓄の流通や管理を合理化するために付けら

れる国際的に通用するコード。

『imidas 1998』（集英社）

『知恵蔵 1998』（朝日新聞社）

円胃代用語の基礎知識 1998』（自由国民社）

とうそん

〔質問例 2〕 藤村の「新生」について書かれた

〔回答例〕

本、雑誌論文を探しているが、どう

やって探したらよいのですか？

書名 ・著者名カー ドで探します。

OPAC (Online Public Access Catalog) 

機械検索。

『雑誌記事索ヲ｜』の累積版の件名索引で

烏1h奇藤村から、また、作品論の「新生」か

ら探します。

『作品名からヲ｜ける日本文学全集案内』

から探します。

〔質問例 3〕 介護について、雑誌に掲載された

論文について調べたいのですが？

〔回答例〕 『雑誌記事索ヲ｜』第45巻第 3号 1992。

－介護休業制度に関するガイドライン

（「介護問題」を考えるく特集〉）

労働省婦人局婦人福祉課：労働時報 45 (9) 

〔’92.9〕P24～ 27

－介護休業制度等のガイドラインを提言－

「介護に関する企業内福祉制度についての

ガイドライン検討会議」報告（資料）：労

働経済旬報 46 (1468）〔’92.7.20〕p36 

～ 38 

「西南学院大学雑誌目録」で、労働時報、

労働経済旬報の所蔵を確認します。

No. 144 

〔回答例〕 『雑誌記事索ヲ｜』第48巻第 3号 1995。

ODA （政府開発援助）（戦後法制50年く特集〉

国際関係）多谷千香子：ジュリスト 1073 

〔’95.8.15〕P306～ 312

質問例 3と同様、 「西南学院大学雑誌目録」

でジュリストの所蔵を確認します。

以上質問例でみてきたようにそれぞれ「ことば」、

「ことがら」、「地理情報J、「人物情報」等を検索

するものであり 一つの技法だといえます。その技

法を会得してもらいたいわけであり、その方法と

しては、代表的なレフアレンスブック（参考図書）

にはどのようなものがありそれぞれがもっ特徴は

何なのかを把握することでしょう 。それらを解説

したものとしては、 『参考図書解説目録年刊』

（日外アソシエーツ）を第 1参考図書コーナーに

おいておりますので、それらも参考にしてくださ

し＂＼ 0 

ちなみに、ここにあげた参考文献はすべて本学

図書館に所蔵しているものであり、皆さんが有効

に図書館を利用されれば、ある程度のことまでは

情報を得られるということです。

雑誌記事京市女社人会I 

S容

雑誌事記索ハ引人文栓;fl: g医
記~ 鍾雑誌事前人女 入緯器担事京交

． 

． 
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園璽mi欝
く書名／編著者／出版社／請求記号＞

情報大航海術ーテーマのつかみ方・情報の調べ方・情報の

まとめ方／片岡則夫／リブリオ出版／002.7.14

こころの旅一山折哲雄対話集／山折哲雄／

現代書館／104.0.121 

知の根源へー西洋知識論への新たなる視線／中島 聴

／西日本法規出版／130.2.79

歴史と真実一いま日本の歴史を考える ／中村政則／／

筑摩書房／210.6.178

「アジア学」事始め－21世紀世界と日本の進路を求め

て／肥塚文博／晃洋書房／220.04.27

情報総覧 現代のロシア／ユーラシア研究所／

大空社／302.38.77

民族と統ーを想う ／金大中／三一書房／

316. 821. 9 

日本・アメリカ・中国一協調へのシナリオ／

国分良成／TBSブリタニカ／319.0.227

地雷ではなく花をください／葉 祥明／自由国民

社／319.8.379-1

圏内法と国際法／瀬川博義／建吊社／

321. Sel6 .1 

新はじめての民法／中川 淳／法律文化社／

324.N32.2 

アメリカの PL法一日本企業のための実務指針／

R.Lリアドン／商事法務研究会／324.953.25

会社法演習ノートー基礎的知識の整理と応用力の養成のた

めに／末永敏和／日本評論社／325.2.231

情報経済学入門ー情報社会の経済理論／鬼木 甫／

富士通経営研修所／331.066.1

日本経済－表退は避けられるのか／正村公宏／

筑摩書房／332.1.590

アジア経済に未来はあるか／藤村幸義／東洋経済

新報社／332.2.145

メセナ白書1997／企業メ セナ協議会／ダイ ヤモン

ド社／335.13.53-1

No. 144 1998. 6. 自
図解持株会社とグループ経営／小河光生／東洋経

済新報社／335.57.60

情報革命と経営革新／J.L.マッケニー／産能大

学出版部／336.17.85

現代経営組織論／高柳暁／中央経済社／

336.3.64 

現代商業簿記論／山口真三／中央経済社／

336. 91. 89 

デリバティブの法律・会計・税務・監査／

斎藤奏／税務経理協会／388.1. 74 

自由競争時代の生命保険経営／石田重森／東洋経

済新報社／339.43.23

コミュニケーション学への招待／橋元良明／大修

館l書店／361.45.130

社会政策を学ぶ人のために／玉井金五／世界思想、

社／364.0.107

時代と向き合う教育学／竹中峰雄／ナカニシヤ出

版／371.0. 64 

大学時代（キャンパスライフ）で人生は変わる／

荒巻竿／ビジネス社／377.9.94

複雑系による科学革命／ジョン ・キャスティ ／

講談社／404.0. 71 

グラフィック統計学／鈴木義一郎／実教出版／

417.0.114 

環境ビジネスの成長戦略／ADL／ダイヤモ ンド

社／519.19.3

アグリビジネス論／駒井 亨／養賢堂／

611.46.12 

進化するサービス／井本省吾／日本経済新聞社／

673.0.17 

貿易実務の基礎知識／宮本栄／成山書店／

678.4.160 

「能」の心理学ーユング心理学からみた日本文化の深層

／佐藤和彦／河出書房新社／773.0.32

レポート・論文の書き方入門／河野哲也／慶謄義

塾大学出版会／816.5.29

中国語ステップ40／菊田正信／大修館書店／

820.7.51 

ちょっと楽しくフランス語／西永良成／大修館書

店／850.78.17



：盈 SeinanGakuin University Library Bulletin 

芥川竜之助のナラトロジー／真杉秀樹／沖積舎／

910. 268A39 .13 

源氏物語の方法／上坂信男／明現社／

913.36.108 

シェイクスピア作品鑑賞辞典／小津次郎／南雲堂

/930. 28Shl2 .11 

アメリカ文学史講義 1／亀井俊介／南雲堂／

930.29.78-1 

プルースト・夢の方法／保苅瑞穂／筑摩書房／

950. 28P94. 12 

幸良 丘t
Eヨ

1997（平成9）年度図書館職員の外部団体研修

① 同和問題第一次研修（福岡市企業同和問題推

進協議会）

5月20日 福岡市早良市民センタ一、 2名

② 平成 9年度福岡県 ・佐賀県大学図書館協議会

総会

5月22日 佐賀市はがくれ荘、 3名

③ 第18回 EDCセミナー（駐日欧州委員会）

5月22日～23日 三島市 三島プラザホテル、

1名

④ キリスト教学校教育同盟第41回事務職員夏期

ェ校

7月26日～28日 御殿場市東山荘、 1名

⑤ 福岡県 ・佐賀県大学図書館協議会福岡地区研

究

9月5日 福岡市福岡女子大学、 4名

12月 1日 太宰府市筑紫女学園大学、 4名

2月17日 福岡市中村学園大学、 3名

⑥ 私立大学図書館協会総会 ・研究大会

9月10日～11日 京都市京都外国語大学、

2名

⑦ 第16回事務システム研修会（私立大学情報教

式協会）

9月15日～18日 浜松市 グランドホテル浜

お知 ら せ

。教育実習 ・卒業論文用と して冊数を増やして貸

出ができます。カウンターへおたずねください。

0夏季休暇期間の長期貸出を 6月26日（金）から始

めます。
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源氏物語の女性たち（NHK人間大学） （全12巻）／

瀬戸内寂聴・カラー・ 30分／913.VT.GEN

美術のみかた（全10巻） ／カ ラー・ 23分／MOA

美術文化財団／707.VT. BU 

（上記は、 1998（平成10）年3月～ 5月新着図書＜和書＞

及び視聴覚資料の一部です。）

松、 1名

9月18日～20日 浜松市グランドホテル浜

才会、 1 名

③ 私立大学図書館協会西地区部会九州地区研修会

9月19日～20日 宮崎市宮崎産業経営大学、

2名

⑨ 平成 9年度九州地区著作権セミ ナー（文化庁、

福岡県教育委員会）

10月 2日～ 3日 福岡市福岡リ一セントホ

テル、 2名

⑬私立大学図書館協会平成 9年度西地区研究会

10月13日 熊本市熊本学園大学、 4名

@ EDC/DEPトレーニング・セッション（駐

日欧州委員会）

10月15日～17日 東京都駐日欧州委員会代

表部、 1名

11月18日～21日 東京都駐日欧州委員会代

表部、 1名

⑫ 九州、15大学図書館職員研修会（熊本学園大学、

福岡大学、 九州産業大学、久留米大学、西南学

院大学）

11月7日 久留米市久留米大学、 5名

⑬ 大学図書館職員講習会（文部省、大阪大学）

11月11日～14日大阪市大阪大学、 l名

⑬ 第16回大学図書館研究集会（日本図書館協会、

大学図書館部会）

11月13日～14日 京都市京都産業大学、 1名

編集後記

今回は、図書館の参考図書利用シリーズです。

大切な学生生活の一助として、参考図書を検索の

ツールとして積極的に利用してください。

(Y .M) 
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