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大学生になった皆さんへ

衛古賀図 書 館長

． 

• 

つにも便利だからでし ょう 。その中には、はっき

り目的を持って本を読みに来ている人も増えてい

ます。皆さんの興味や疑問も限りなく広がってい

ます。図書館は、その興味や疑問について対応で

きるだけの材料を用意しておくことが使命だと考

えています。そのため、本学の図書館は約70万冊

の図書、6千種類の雑誌を所蔵しています。その

イ也に、 Dv Dやマイクロフィ ッシュなどの新しい

メディアも増えつつあります。

最近は、 3階の SAIN Sルームの利用が増え、

インターネッ トを通じた情報収集が盛んになって

いるようです。ここには80台のコンビュータが設

置され、さ まざまな情報源へのアクセスを提供し

ています。インターネ ットやDv Dはニューメデ

ィアと言われますが、よく考えると、これらのメデ

ィアも、文字と画像を使った知識の伝達手段であ

ることには変わりがありません。この点で、図書

もニューメディアも役割は同じです。図書館では、

皆さんが自分の興昧や疑問に答えることができる

よう、コンピュータ室を充実させています。

また、図書や新しいメディアを置いているだけ

でなく、皆さんが学習 ・研究に必要な図書等を見

いだすためのお手伝いとして、レファレンスサー

ビスも行っています。レファレンスの職員も、皆

さんの質問に答えられるように勉強しています。

レポートや論文の資料を集めるとき、レファレン

スに相談すると簡単に見つかることがあります。

、，

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

昨年、本学は関学50周年を迎え、さまざまな催

しが行われました。その企画にあたって、 50年と

いうことの意昧が論じられました。その中で、 50

年とは最初の入学生が70歳になろうとすることだ

という意見がありました。あたり前のことのよう

ですが、これは一つの大切なことを言い表してい

ます。つまり、この大学で学んだ人が新入生から

70歳近くまで連綿と繋がっていることです。

大学の50年の努力は、これまでの卒業生の中に

蓄積されています。私たち教員 ・職員の仕事も、

卒業生を通じて社会の中に生きるのです。このよ

うな考えをコンセフトと して、 卒業生と学生が参

加できる記念行事が多数企画されました。

守
1:'5 

…一 本学図書館だけの施設 山八八／

その他に、各階にはさまざまなタイプの机を配

置し、勉強の形態によって場を選べるように工夫

されています。ゼミやサークルなどで図書を調べ

ながら議論ができるように、グループ閲覧室も設

けられています。さらに、西日本の大学図書館で

唯一の施設として、国際機関資料室と国際協力プ

ラザが設けられています。国連、 EU、OECD 

の3つの国際機関から図書 ・ドキュメントが定期

的に送られてきており、 資料室で閲覧できます。

せっかく大学生になったのですから、これから

は「研究」のためにも図書館を訪れ、図書やニュ

ーメディアを利用して、自分自身への蓄積をしっ

かり積み重ねてください。

皆さんの来館をお待ちします。

一方、人の一生と は何によって測られるのでし

ょう か。世間では、その人が到達したも っとも高

p社会的地位によ って評価する傾向があります。

しかし、私たちは、 高い地位になくても人格的に

魅かれる人がいることを知っています。その人た

ちには、人生の喜怒哀楽を通じて多くの知恵が蓄

積されています。その蓄積がその人の魅力と なっ

て現れているのです。人は生まれてきた時、まだ

真っ白なキャンパスあるいは空の器です。その中

に何を推iき、何を詰め込むかが、その人の価値を

決めるのだと思います。

皆さんは、皆さん自身の器に詰め込む「なにか」

を求めて本学に来ました。それは本による知識だ

けでなく、さまざまな経験によっても得られるで

しょう 。ただ、 「ほんものjを身につけるには、

単なる経験だけでは足りません。真剣に考え、 他

の英知の助けを得る必要があります。

図書館には、もの言わず皆さんが手を差し伸べ

てくれるのを待っているたくさんの「英知」が居

ます。図書館は、皆さんがあることに興昧を持っ

たとき、深く調べるための道具を用意しています。

ある事件に疑問を持ったとき、憤りをぶつけて原

因を究明するための手がかりも備えています。

山… 「ほんもの」の蓄積の場 …一

~ 広がる図書館の利用法 一…

この数年、図書館の利用者が増えています。明

るい環境の中で、昼寝をするにも自分の世界を持
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国際機関資料室を利用して

私が、本学の国際機関資料室を利用し始めたのは、

入学直後からでした。西南に入学する以前から、資

料室のことを聞いて興味を持っていたことと、入部

したサークル ：模擬国連で、実際の国連文章を読

んでリサーチをするという機会を持てたからです。

国際機関資料室には、国連で採択された決議、

報告書、議事録などの文章、国連やその補助機関、

専門機関についての文献やパンフレット、 EUや

0 EC  D （経済協力開発機構）の資料がそろえてあ

ります。私自身がよく利用したのは、国連文章や、

国連の活動分野に関する和書などでした。 しかし、

国連文章はもちろん、それらを検索するインデッ

クスも英語で書いてあるため、初めは自分の探し

ている文章がうまく見つけられず、非常に苦労し

ました。そこで、わからない事は、国連資料に詳

しい司書の方に何でも質問し、早く覚えるよう努

力しました。いつも親身になって対応してくださ

った図書館の方々には、本当に感謝しています。

国連の資料を利用して勉強する習慣をつけたこ

とで、英語の専門用語になれることができました

し、何よりも、国際関係の勉強の幅が広がったこ

とは、自分にと って、非常にプラスになったと思

っています。

現在、国連寄託図書館は全国に14ヶ所あります

が、九州、｜には本学と福岡市総合図書館、那覇の 3

つのみです。そのうちの 2つがこれほど身近に利

用できる西南の学生は、非常に恵まれているとい

えるでしょう 。特に、本学の国際機関資料室は、

国連文書や年鑑もずいぶん昔の分から揃えであり、

国際機構関係の文献も比較的充実 しています。ま

た、政府 ・民間を問わず国際協力関係の資料・情

報を閲覧できる「国際協力プラザ」もあり、関東

．関西ほどこの種の情報が手に入りにくい九州の

学生には、非常にありがたい存在です。

しかし、 一方で私たち学生は、これらの貴重な

資料を十分活用していると言えるでしょうか？私

は、そうでないような気がします。例えば、「国

際協力プラザ」がよい例です。昨年の 6月には、

プラザの開設をうけて国際協力に関する大規模な

シンポジウムが開かれ、学生の関心も高まったよ

うに見えましたが、その後、ここを頻繁に利用す

るのは、まだ一部の学生に限られているようです。

実際、私の友人に訪ねても、国際機関資料室に興

昧はあるが、利用したことはない、あるいは閲覧室

までしか入ったことがないと言う人が殆どでした。

その理由は、手続が面倒である、何を、どう利用し

たらよいかわからないというものが多いようです。

せっかくの貴重な資料も、それが多くの人に共

有されなければ意味がありません。海外との交流

法学部国際関係法学科 3年

松崎由紀子

の機会が増え、国連、国際問題への関心が高ま っ

ているにもかかわらず、なぜ資料室の利用者が増

えないのか。その答えの一つは、国際問題への関

心をどう伸ばしたらよいのか、今の自分の学習に

どう繋げたらよいかわからない人が多いというと

ころにあるのではないでしょうか。

このような時代に、国際機関資料室が担ってい

ける役割は、無限大だと思います。国際機関資料

室は、ただ単に国連文章 を並べておく「資料室」

ではなく、あらゆる利用者に聞かれた、教育研究

機関なのです。 しかし、現在の主な利用者は、 自

分の専門的な制：究の必要性に迫られた、 一部の学

生に限られています。また、 学部学科によ っても

偏りがあります。専門の関係である程度は仕方が

ないにしても、あらゆる学生が、それぞれ自分の

スタイルで利用できる、そんな国際機関資料室の

環境作りが促進されるべきではないでしょうか。

国連文章を大量に読みこむ人、ただ立 ち寄 って、

そこにある資料をめくる人、様々な利用の仕方が

あります。特に後者のような人も、国連の活動、

動向を感じられる場所であ ったら、 素晴 らしいと

思います。国連は、現在の国際社会の動向を反映

しているだけでなく、それ自身も国際社会の動向

をっくりだしています。一人ひとりが国際社会の

動向を探り、そこから、自分の国際社会への責任

感を育てていくことは、 今や国際関係を専門に学

ぶ人のみならず、すべての人々が関心をも って行

うべきことなのです。

この点から、閲覧室の更なる充実が求められる

でしょう 。これまで以上に国連の活動、メ ッセー

ジを簡潔に伝える場所になる必要があります。具

体的には、国連が主催する様々なフ ォーラムの資

料、国連が指定した 「国際年J「国際の10年」に

関する資料、主要国際機関の年次報告等を閲覧室

に置いてみるとよいかもしれません。特に、 多くの

国家、国際機構、 NG Oの政策決定にも大きな影

響 を与えているといわれる、 UND  P （国連開発

計画）の『人間開発報告書』、また UNE  P （国

連環境計画）が編集した、地球環境問題に関する

権威ある報告書 『GE 02000』は、国連、国際社

会の動向を探る上で、大変有益であると思います。

もちろん、いくら環境が整っていても、利用者

がそれを使いこなさなければ全く意昧がありませ

ん。私たち学生が、知的好奇心をもって学ぶこと、

主体的に情報を求めていくこと、そして情報を選

ぶ能力を身につけることが、何よりも大切である

と思います。学ぶこと、楽しむことに好きなだけ

時間を使える学生の内に、国際機関資料室で 「知

の技法Jを身につけてみませんか？
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新システムに変わって

最近、図書館に入館された方は、お気づきのことと思うが、今年 1月17日、図書館のシステムが変更に

なり、機械も新しくなった。

図書館は、毎年 2万冊余りの図書を受入れ整理しており、現在の所蔵冊数は約75万冊である。これらの

資料の所在情報、書誌情報などを1989年から入力し、機械化を進めてきたが、途中で一度バー ジョンアッ

プしたものの、 許容能力に限界が出てきた。また、学術情報センターとの接続方法が変更になったごとも

あり、 当初予定 していた2001年のシステム変更を l年繰り上げたかたちとなった。

図書館業務上は、以前使用していたシステムとは全く遣うため、まだその性能を完全につかみきれてい

ないというのが現状である。とはいえ利用者にとっては、かなり学内資料検索方法が分かりやすくなり、

自分の探している資料にたどりつきやすくなったこ とは確かである。

なお、従来図書館の外からは telnetでしか検索できなかった図書館資料が、新システムでは telnetで

の検索はできなくなったものの、それにかわり図書館のホームページから検索することができる ようにな

り、ますます便利で分かりやすくなった。

今後は、より使いやすい図書館をめざし、このシステムを最大限に活用していきたいと考えている。

新しい OPAC
全文検索より解放される

〈参考 ・資料係長 古庄敬文〉

今までの OPACより検索方法が、 より簡易になりま した。更新前の BIBLIONによる OPACと遠い

が判る利用者は、 LICSU21の OPACへSYSTEMが移行になってもほとんど戸惑いもなく 利用されてい

． 

るので驚きます。その理由を探していくうちに、共通のスタイルがありました。それは、図書館 3階の － 
SAINSルームで「図書館ホームページの OPAC」（羽rEBOPAC）を利用して、 資料の（目録検索｜を実

施した経験からです。

WEB OPACの検索画面と、 1階ロビーの 8台及び各階に配置されている OPACstationの画面は、同

ーのデザインではありませんが、 IANDIマ ｜検索という、キーワード（単語）を要求される空白位置ヘ

入力します。

これまでは、 全文検索方式だったため結果の情

報が多く表示されていました。そのなかから、必

要な情報ヘ到達するにはいささか実用的でなかっ

たのです。これを、 一段と実用的にされたのが、

IANDIマ ｜検索方法です。必要な単語をひとつ

検索したのちつぎのキーワードを検索する i絞り

込み｜方式で機械的に最初の情報から情報量を減

少させていきます。

このような方法は、 SAINSを利用しているう

ち公開されている検索エン ジンの YAHOO、GOO

を使う多くの経験と似ているためでしょう 。
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目録検索

キーワードを入力して、倹索ボタンを押してください。
キーワードの最後に「%J（半角、全角両方可）をつけると前方一致の検索を行ないます。
劫音（や、ゆ、ょ等）を含むキーワードで検索できなかった場合、普通のかな（や、ゆ、よ等）で検索してください。
＜例＞坊ちゃん
「ポッチャンjで検索できなかった場合、「ボツチャンJ

キーワード入力
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並び替え
雑誌、叢書、単行本の単位でソートされます。雑誌、豊聖書、単行本のそれぞれが509件以上ある場合は、著者
名、書名によるソ トができません。

優先順事雑誌→図書 O図書→雑誌

ヨミ）I頂⑨受入)I頂O書名読み O著者名読み

並び)I頂⑨昇）｜頂 O降順
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喝難審

つぎに、特筆すべきは、検

索資料が「図書」なのか「雑

誌」なのか表示がスッキリし

ていることです。

BIB LIONの OPACでは

「環境白書」を検索したとき、

この 「図書J「雑誌」が画面

に表示されていませんでした。

多くの利用者には、この資料

が雑誌に分類されているもの

とは、やすく考えおよばない

ものでしょう 。

おおよその見当をつけて書

架で見つけようとすれどもか

つてが遣うものを感じて、相

談カウンターに向かわれたと

きは幸いでした。「雑誌」 の

扱いになっていたため別の

「雑誌目録」によって探しだ

せました。

新しい OPACはこのよう

な扱いにくい環境を大きく減

少させています。ごのことは、資料を見つけだす時間を短縮する効果をもたらしました。

では、少し「雑誌」検索の状態を画面に表示される 「ボタン」を用いてふれてみます。

「検索語」キーワードを［白書］としてみます。［検索実行］のボタンを clickします。つぎに［環境］

として［検索実行］を clickします。

これが AND検索です。［一覧表示］までは図書と同じ操作になりますが［所在表示 （f . 9 ）］をみ

ることで「雑誌の詳細」へ画面が変わります。

図のなかの「製本情報」ボタンを clickすると年度別と所在位置が分かります。その画面の［詳細］ボ

インフォメ シヨン｜貸出の多い本一瞥｜旦鐘盤室｜藍蓋盟会

タンを clickしてください。巻号・所在・請求記号を知る乙とができます。． また、 プリンターも 2台設置されました。画面に表示された情報を A5版紙に印刷するごとができます。

印刷の方法は、キーボードの左側 [MJキーを押しながら 匡面 キーを押してください。

その他、 OPACで図書館のお知らせや貸出が多い一覧も見ることができるようになりました。

どうぞ、検索の達人をめざして OPACさらに SAINSルームと利用の発展を願っています。

注 1. OPAC (Online Public Access Catalogの略）

注 2.羽屯B （羽川パ"!V:world wide webのこと）



Seinan Gakuin University Library Bulletin No.148 

私流、本の選び方

文学部英文学科卒業生 西 政 宏

｛業が本格的に本を読み出したのは、高校 3年生の時からだった。「即刻片づけなければならないものがある時に限って、どうでも

いいことを したくなる」と いうのは、大概の人間に共通の性らしい。進路指導を初めとする周囲から、受験勉強を強要されるように

なったので「小説でも読もう」と いう気になった。その時読んだ本の中には、ほとんど内容を覚えていないものもそれなりにあるが、

作家の名前iこたくさん出会っただけでも卜分な収穫だったと思っているし、第一、過剰な効果を期待することじたい「読書に対する

'1 i' rr~」なのか もしれない。

人年：に人ってからは、 ￥f.l"Jの英文学関係以外で、は、ルポ系、社会科学系、自然科学系などを読むことが多かった。「社会人になる

から、それなりの11~礎知識をス ト ック しておきたい」 ということもあったけれども、 「アイデンティティ 」 とか 「自己」などという

川凶に気持ちが向かう 11、り引だったことも大きな要素だったのではないか。高校生の時は、 自分の内面が、自分にも明らかなほど流動

的で、気持ちが安定しないかわりに、どんな突飛な思想、や世界観、人生観にも、触れてみたいと思ったし、影響されたいとも思った。

それが、 大学／｜：のころになると、 1:';1己制御装置が働くからなのか、自分の内面に迷いを与えてしまうようなもの、例えば、著者の見

附が側めて小｜ り Jl/f,~ な純文学など、を意識的に避けたくなった。 「そろそろ、人生観を固めるための第一段階に来てるよ」 という、自

分からのメッセ ージが市；~可てくる かの よ うだった。

, h＇~しむ小；の内科は、 1 ＇~1 分の成長と共に少しずつ変わってい っ たが、図書館に入り浸るのが好きなのと 、 新着目録を見るのが楽しいの

は l~ ｛ド変わらなかっ た 。 ｜｜ 録を見るに しても、区｜書館で直接本に向かうにしても、まず最初にやるのは、タイトルを見て想像力を働

かせること から だ。「胤とともによりぬ」だったら 、「風とと もに何が去っていったのだろう？ 」と考えるのが自然な流れではないか。

「Mかがよって行く，；，riだろうから、きっと寂しい話か、 ↑亡し さや慌ただしさから解放された主人公の話だろうか」などと考えてみる。 ..-

｜χ1m1dで、11'1.岐 本の1''fl<M~ を 凡てい る場合は、この後、 El 次、さらに、第 1 ペー ジ、続いて、 100ページ目 くらいを適当に開けてみ ．． ， 
る”日次は、 タイトルと J1iJじくらい想像）Jをかき立ててく れる。登場人物の名前や主な出来事が断片的に垣間見れるようになってい

る。そう いう ふうだから、 ljl.に第 l輩、 51¥2輩、などと番号だけで章立てされた小説はあまり選ばない、という傾向がある。それか

ら「100ページ11_1だが、 これはItほ符な数字ではなくて、 全ページの中程くらい、という意味で、この辺を読むと、目次で出てきて

いた人物どう しの ｜刻係が比えることが多い。 l~I 次を見る H寺点で、たくさん想像していれば、それだけ、この「中程ページ参照法」 がお

もしろみをJf／す。

｜｜似のJ幼介も、大概のJ幼イトは、 ，rn；，やその他の宣伝文、紹介文が付いているので、これがまた楽しい。「タ イトルから想像したとお

りの｜人l脊らしいjと山う制介文もあるし、「どう考えてもタ イトルからは想像できなp」というものもある。そのひとつひとつがク

イズでありゲームである。

こう して、伽｜人的な川附ばかり 11ートL可てきたが、これを通じて、読書という行為が視覚障害者の生活の中でどのように「生きている

か」を、 より 身近な制）.~（から 捉えなおしていただければと思った 。 「 目が見えないと読書が難しい」 という通説は、広く一般的に普

及しているし、「；，＇，（＇f:のみ：がイミ）J.'.している」 というこ とも、かなりいろいろなところで言われている。今回は、「数が不足している」

というマ イナスの削；，＇よから少し馴れ、少ないながらも、 たくさ んの点訳、音訳（カセットテープという媒体を通じて音戸に訳すこと）

~ ＇ i- 1 "Jのボランテ ィアの人たちの支慌が、 視覚障害者にとってどのように享受されているかが伝えられたのなら、こうして投稿させて

L、ただいたfillii11＇（があ ったと車内科Jできる。
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知の泉によせて

文学部国際文化学科2年 白 神 芳

新人／｜：のt’干さん、 制l人乍おめでとうございます。大学での講義、サークル活動や交友関係など始まったばかりのキャンパスライフ

はいかがでしょうか。

さて、 大’ア：の心臓といわれている図書館のほうにはもう足を運びましたか。私は図書館が大好きですが、 1日中いても飽きることが

ないほど施設は充実していますよ。具体的に例を挙げますと、 l階では雑誌や新聞の閲覧コーナーがあり、ソファに座ってゆっくりと

ヤー受できます。また CN N欣送の視聴席もあり、生の英語で世界のニュースを知ることができます。3階のパソコン室ではコンピュ

ータが靴でも 臼［tiに使川でき、 インタ ーネットにより世界中の情報をいち早くキャッチすることも可能です。使用上の疑問点などは

咋川の）jが刺切に教えて 卜さいます。また自学自習をするのにもふさわしい空間で、資格試験や定期試験の準備に励んでいる学生も

よく 川受けられます。j臨書もひじ ように豊富でレポート作成のために調べることも、また無い本については他大学等より取り寄せて

いただくこと もできます。そして、レフ ァレンスサービスという図書館の情報を最大に利用する上での援助もあります。これは分か

らないことや部｜べたいこ とに関して l階のカウンターで職員の方が応対して下さいますが、どんな質問にも笑顔できめ細かにアドバ

イスを して下さる ことがたいへんありがたいですね。皆さんもうまく 利用 して、必要な’情報や知識をたくさん吸収していって下さい。

ri15はそれますが、 私は新入生の方々に 「読書」 をされることを提案します。人生で最も自由に時間が使える今こそ、様々な書物に

岐してみてはいかがでしょうか。私にと っての読書、例えば文学の魅力はもう一つ別の人生航路を持つことにあります。人生は一度

きりですが、時間や空間を超えて様々な人々の生涯を経験し、思想を知ることは実に感慨深いものです。自身がいったい何を考えて

いるのかと内なる声に耳を傾け、人生の深い陰影を思い知る上でのひとつの手段ともなっています。目下、自分が思い悩んでいるこ

とは、過去の人々がわりあい同様にぶつかってきたテーマでもあるわけで、それらは書を開くごとで解決の方向性を見出すこともあ

ります。そんなときはほっとし、何だか嬉しくなるものです。さいわいここには様々なジャンルの書物がたくさん揃っています。 l

mの本との出会いがその後の人生の指針となるかもしれませんね。

最後に、大学時代の醍醐昧というのはいかに自分自身で工夫してそれを引き出すかによると感じています。そのひとつに「図書館

に親しむ」ことを考慮、に入れてみてはいかがですか。きっと多くの収穫が得られることでしょうし、今の生活がもっと潤い、豊かに

なると思います。皆さんがここ西南学院にて師、友人そして書物を通しての生涯に残る素晴らしい出会いや経験をされることを願っ

ています。

． 



． 

． 
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国際金融への手引き
きゅうの まさお

経済学部教授及 能正 男

経済学はこの70年間に伴大な発展をとげました。 しかし、その反面、経済学の最前線や標準的な教科書では、伊東光晴氏によれば、

『異常なほどの数学偏重 と極端な専門化の進行のため、現実の経済問題の解決にはほとんど役立たない教育が進行して』、近年とみ

に、経済学は不毛の学問ではないかとの批判が主として実業界から 出てきているのも経済学の発展のひとつの側面でもあります。

現代社会には、従来の経済学ではほとんど軽視されてきた、発展途上国と先進国の併存、いくら金利を下げても投資が刺激されな

い世界第 2の経済大国日本の実例、為替相場決定論では解釈できない突拍子もない乱高下、金融システムが動揺して国民の税金で救

助しなければ恐慌になりかけた日本や殴米の銀行群などの、従来の経済学や金融論で説明しがたい現象がでできています。つ まり、

政治や金融制度、国際通貨制度の枠組みと政策の選択が次第に重要な要素として、それらを経済学の領域にも っと広くとりこむ必要

が痛感されてきたのです。事実、経済学はこれまでも多くの新学説や思想から挑戦をうけて今日まできたのでした。

国際経済論や国際金融論は、経済学の応用なり政策部面をグローパルに分析する学問ですが、経済学や金融論の先端理論が前記の

ようにいささか動揺している現状から、論者によって、その論述体系や政策論が、まるで百花斉放といった形で千々に入り乱れてい

るといってよいかもしれません。

しかし、 70年を経た経済学はさすがに一定の基礎部分はやはり確固としていて、あてもなく揺れているわけではありません。

私の専攻分野は国際金融や国際銀行の研究にあるのですが、次の 3冊を、①②③の順序で、ゆっくり読めば、 一定の本礎的な与え

方を要領よく、まとめてひとつの理解をえることができるのではないかと思われます。

①『金融入門、新版』岩田規久男著（99年 2月干lj)

用語が多少難解かもしれません。 しかし、金融とは何かについて、ひとつの体系として理解できる良書です。最初は無味乾燥な説

明からはじまりますが、やがて、金融という、つかまえどころのない社会システムの全体像が、この小さな新書の｜人lにていねいに納

まっていることに気がつくでしょう。この本の先に沢山の専門書があります。

②『金融システムの未来』堀内昭義著（98年 2月干lj)

日本の金融界がどうして崩壊したのかを、正確に描いて、金融の世界とはどう動いているのかを教えてくれる好薪です。ただ、こ

の『未来』の部分は十分に書けてはいないといえますが、では世界中の誰が書けるかということでして、決して著者の力不足では全

くありません。

③『景気と国際金融』小野善康著（2000年 3月干lj)

①②で金融のしくみを理解すれば、金利や為替相場、さらに国際収支、そして景気がどのように国際社会の各凶｜削で、か らみ令 って

いるかを、ある意味で大胆に噛みくだいた良著です。 従来の通説をポンと放り 出 してみせる場面もあり、なかなかに ~J lj激的な出物か

もしれません。読者が読んで『そうかなあ？ j と異論や反論も自然に浮んでくるなら、著者 もニタリとする本であり ます。 （3 ,11と

も岩波新書①700円②③660円）
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地球環境問題を読み解く
いわ ま とおる

法学部教授岩間 徹

私は、「国際環境法」を講義する際、法律論に入る前に、 2 、 3 回かけて地球環境問題の現状を説明し、 「私たちは、 今、人ー変な 11~1 '

代に生きてしミる。ノフー向を誤ると、地球の生命系が破壊され、人類の生存さえ危うくなるおそれがある」と、 やや大げさな表現 を！山、

て問題提起をしています。

「地球は人間という巨大な怪物の酷使によって傷つき、ほころびが広がりつつある。」

そのことを、私は、これまで30近い国や地域を訪問して見聞してきた経験から、具体的な例をあげて学生に説明しています。たと

えば、世界各地で発生 している工場や自動車からの排ガスによる大気汚染、酸性雨、工場排水などによる川や海の汚染、森林（特に

熱帯林）や湿地の破壊 ・消失、土壌浸食 ・流出、干あがる川や湖、砂漠化、環境ホルモン汚染、種の絶滅など。また地球的レベルで

被害をもたらす温暖化やオゾン層破壊など。

だ、が、悲しいかな、私には文才がありません。そこで、私は、ジャーナリストに登場してもらうことにしています。同じこと を説

明するにしても、彼の文章にはリアリティーがあり、説得力があります。そのジャーナリストとは、石弘之さんです。彼はかつて 日

本の環境ジャーナリストの「 3羽がらすJのひとりといわれ、朝日新聞の論説委員から東大教授に転身した人です。彼が岩波書店

（新書）から出した『地球環境報告』 (1988年）、『地球環境報告E』 (1998年）は、是非すすめたい本であります。

彼は約30年の聞に120をごえる国々をまわり各地での環境破壊と環境汚染の現状をつぶさにみてきました。そして 「地球が病んで

いる」ことを詳細に報告しています。この書物は現状告発型、問題提起型であり、決して読者に問題解決のための処方築 を提供して

くれているわけではありません。その点、やや物足りなさを感じますが、しかし、石さんがいうように、現実を直視しないで解決策

をいくら語っても意味がありません。

今の状態が続けば地球はいつまでもつか。石さんは、 2020年頃がひとつのヤマ場となるだろう、なぜなら生産と人間の生活を支え

る基本となる水、森林、土壌、水産資源などがそのころまではもちそうもないからだ、と悲観的です。

反面、人間の努力と能力からすればこの難局は乗り越えられる、という楽観的な見方もあります。私もそれを信じたい。1970年代

に『成長の限界Jが出版され、同様な議論がありました。その後の世界を見てみると楽観論者の主張が一部正しかったことが判明し

ました。 しかし、その結果はどうであったでしょうか。確かに、世界の穀物生産、食肉生産、漁獲量は増加し、栄養不足人口は減少

しましたが、その反面、環境破壊、環境汚染は一気に進みました。

石さんは、今後は「人類の活動を地球のもつ環境容量以内に押さえ込むこと」が必要であるといっています。環境容量についての

突っ込んだ自然科学的な議論が必要ですが、彼の指摘は正しいと思います。各国が、国際的レベルで調整をしながら、長期の国家的

ビジョンを作成し、人間の活動を地球の環境容量に押さえ込む政策をとることが求められます。

そのようなグランドデザインを頭の中に描きながら、私は法制度の観点、から「国際環境法」を講義しています。石さんの書物は私

の問題提起に格好な素材を提供してくれています。
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； 〈《キリスト教資料展示コーナー》開設〉 映画『ベン・八一』にもみ5れる名場面・資料など ； 
； 今かう少し前西アジアやアフリカなどか5観光で日本を訪れた人たちがよくみやげに買って帰るビデオテープは川

j 八一Jだったといわれていました。先日もNH Kや民間放送で放映されました。本学50周年事業でも放映され、チヤールトン ! 
； ヘストン演じるジユダ ベン ハーが体験する数奇な運命、ガレー船の戦いで救出したローマの高官亡の養子縁組、宿敵メ ； 
! ツサラとの戦い、そしてイ工スとの出会い等々、感動の連続でした。この映画では、確かに戦車のレースでメツサラを破り、 i ： 母と妹が捨てられた悪病の谷へ出向いて2人を救い出すシーンは目が離せないところですが ほぼベン ハーと同年齢のイ工 ； 
! スがストーリーの要所に登場して、ローマ、ユダヤ、イエスの三つ巴のストーリーが展開します。 ! 
！ ローマ皇帝の圧政に苦しむパレスチナでは、メシアの出現を久しく待望していました。イエス自身は自分をメシアと称して ！ 
! はいないし、弟子たちにもそう呼ぶことを戒めていたと言われています。ガリラヤ湖近くのEでの「山上の垂司｜｜」（写真展示） ! 
！ も登場します。イ工スは自らを神の子として、人々の罪を背負って逝くのです。ユダヤ教の宗教権威者の力に抵抗することを i 
； 失ったローマ総督ピラ卜は、イエスを当時としては最も残虐だと言われる楳刑としたのです。（ちなみに探刑は窒息死と言わ ； 
！ れます）

； イエスは、院餐の広聞から出て、ゲ、ツセマネへ行き、力ヤパの宮殿へ戻り、神殿（模型展示）、ヘロデ アンテパスの宮殿 ； 
i へと行ったり来たりして、最後にゴルゴタのEへと十字架を背負って行くのですが、このあたりのシーンも感動しました。ド i 
； イツ オーバーアンマーガウで1航一度上演される受難劇も、ゴルゴタへの歩みが最大の見せ場となって世界中村観光客 ； 
i がやってくるそうです（ちなみに今年はその10年目です）。

！ そして復活 。ピラトが死体を部下に確認し、ヨハネに引き取らせますが、マグダラのマリア、ヤコブの母マリヤ、サ口メ ！ 
! うがイエスに香料を塗るためにやってきたときにはヨハネが入れた墓かう既に復活して、彼うよりも先lこガljラヤlこ行って I ・
! いるというのです。 ； 
! さて、図書館玄関脇に設けたキリスト教資料展示コーナーには今わすかな資料しかありませんが、神殿の模型や工ルサレム i 
！ の地図、等を見ますと、こうしたイ工スの生涯やキリスト教に関するさまざまの情景を想像し、そして増幅し、非常に興昧深 ： 
! くなるものです。例えば、「ベン・八一」の冒頭でイ工スの家で木工作業をしている父のところに知人が訪ねてきますが、入 ! 
； 口のところで「メズーザー」（展示中）にちょっと指を触れ、その指にキスをして中に入るシーンがありました。ベン ハ－ ！ 
j 家でも、玄関の右の壁に取り付けてありました。ユダヤ教徒の信仰生活習慣です。そのような、ちょっとしたしぐさでもアメ ! 
！ リ力映画のしっかりした考証がわかります。 i 
! 今の日本ではキリスト教文化が人々の生活に強く関わりがあることは否定できないと思いますし、皆さんも大きな想像力で ! 
！ キリスト教の歴史をたどってみてはいかがですか。 （図書館事務次長） ! 

お知らせ

。卒業論文用・教育実習用の長期貸出サービス

卒業論文用、教育実習用に用いる資料は、通常

の貸出とは別に－長－期の貸出がで、きますので、ご利

用ください0

0夏季休暇貸出について

夏季休暇のため長期の貸出を実施 します。

受付開始 6月26日（月）

返却期｜浪9月7日（木）

貸出冊数 5冊

〈図書館委員会〉

11月22日（月）

報告 ①2000 （平成12）年度学部雑誌の継続購入に

ついて

②2000 （平成12）年度個人研究図書費による

雑誌の購入申請について

議題 ①2000 （平成12）年度大学図書館予算申請

（案） について

4月10日（月）

報告 ①2000 （平成12）年度私大助成の申請、高額

図書の申し込みについて

議題 ①1999 （平成11）年度大学図書館決算につい

て

②2000 （平成12）年度大学図書館補正予算申

請について

編集後記

ミレニアムの2000年 4月から新システムになり、

学生用の OPAC端末機の画面も変わりました。

使用方法は、備え付けのマニュアル等を参考に

され大いにご活用ください。 良書に満ちた図：i~・似

を学生生活の良友としてご利用ください。

(Y. M) 
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