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学而時習之、不亦説乎。(「論語」より)
ま

よろこ

*題字は王義之のによる

一学びて時にこれを習う、亦た説ばしからずやー

50号発刊に際して
かみの

館長

図

0
本学図書館が創設されて以来、今日に至るまで、
歴代の諸館長始め諸館員のなみなみならぬ努力と
工夫があり、その積み重ねが、本館の今日の地位
を築いた。本学の図書館が、その規模は大きくな
くても、他大学からの敬意をかちえている所以も、
その努力と工夫にある。深い敬意を表したい。そ
して、図書館報『学而』が発刊されて以来、 13

神野慧一郎
そこには守文のむつかしさが述ベられている。

館報50号という号数それ自体には、切りのよ
さ以上の意味があるわけではないが、 50回も館
報を出すには、それ相応の創意工夫と熱意と努力

わが図書館も守文の時代に入ったと言えようが、
守文ということは、むろん、単にこれまでのこと
を墨守するということではない。特に現代のよう
な到ゆ急速オよ時代にそのようなことは許されない。
昔と今とでは、大学刀図書館に求められるところは、
同じではない。それに応じて、図書館が利用者に
応えるサービスの升3態も、多様になった。図書館は、
変革しつつ守成しなくてはならない。そうしたむ
つかしい時期にさしかかっている本学図書館のた
めに、あらゆる面でこ助力を賜りたく各方面に切

が必要である。常に生新の気風を盛り込みながら

にお願いしたい。

ーつの事業を一貫して維持することは、決して生

しかし、図書館のもろもろの機能が如何に変化
しても変わらないーつの機能がある。それは、
うまでもないことだが「知」のメディアとしての
機能である。「知は力なり」というのは、必ずし
も適切な句ではないが、やはり、優れた知性と
豊かな心性を持つことこそが人間の証であり、そ
うした目標を達成するための手段の宝庫が図書館
であろう。本学の図書館が、今後とも、その果た
すべき機能を十分に発揮するものでありうるよう

年がたち、今回で50号を数えるに至った。
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けいいちろう

易しいことではない。「貞観政要」にある有名な

^

言葉に、「草創(創業)と守文(守成)といずれ
力雙き」というのがある。貞観の時代というのは、
唐の太宗の治世であり、理想的な統治が行われた
時代のーつとして知られている。太宗の死後、権
勢を振るった則天武后に、 23年間も幽閉されて
いた中宗が復胖した時、史官の呉競が、太宗のよ

うな時代が再ぴ来ることを望んで、太宗の言行を
中心に編し、中宗に献じたのがこの書である。
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いしずえ

これまで本学図書館の礎を築いてこられた歴代館長から、記念すべき50号の発刊IL当って一言お言葉をいただ
きました。学生諸君ととも1こ私たち館員もまた、示唆に富み励ましに満ちた言葉を昧わいつつ、新たな明日に向か
つて歩んでいきたいと思います。
めのめちょうふう

布目潮シ風(1984.4 19903)

はなわひろし

浩(1992.4 ]9943)

「学而」は私が館長の時に命名

書物その他の情報が氾濫して

して発刊し、 50号を迎えたが、こ

いる現今です。新しいものを追

れは孔子の『論語」から取ったも

いかけるのに、皆多忙です。し

のである。もう一条「論語」を挙

かし、人の心の中に横たわる不

げよう。「知るを知ると為し、知

変なものもまた多いはずです。

し

な

ι一

らざるを知らずと為す。是れ知る

この不変なものを知ろうとする

なり」(知之為知之。不知為不知。是知也)。こ
の条は孔子力笥矯ナ村子為と思索を好む常子の子路に、
認識とは何か、学問とは何かを教えた言葉である。
私は今も各地の教養講座で中国史を教えている。
受講生の基礎知識が多様なので、術語を使わない
ようにする。これはなかなかむつかしい。苦しん

構えを、つねに心の片隅でとることは、必要なこ

でいると、実は私自身がよくわかっていないこと

がわかった時もある。簡単にわかったと思うこと
も危険だし、わかっていないということがわかる
のも、認識や学問の進歩であると思う。
たむら

みつほ

田村満穗(1990.4 1992.3)
館報「学而」の発刊が50回を重

とでしょう。これを知る有効な一方法は、古典を

読むことです。古典とは、時の試練に堪え抜いた
本をいいます。先人たちの教えは、たとえ古いよ

うには見えても必ずや今でも役立つはずです。「古
きを温め新しきを知る」という言葉も有ります。
そして、ことの新旧の別を問わず、この図書館報
名の「学而」の出所である「学ぴて時にこれを習う。
よろこ
また、説ぱしからずや」にあるような、心のゆと
りを持ちたいものです。
たなかきちのすけ

田中舌之助(1994.4 1996.3)

ねるに至ったことは、誠にで同慶

1984年創刊の図書館報「学而」
がここに50号を迎えました。

の至りである。

この間の皆様方の鋤日^、祖媛助、

21世紀を展望して、いま世界は
大きく変わりつつあり、わが国で
も各界各層で問題が噴出し、大き

ならびに図書館職員の御努力、
御研讃の賜と存じます。図書館

な変革を余儀なくされている。その速度と深度に
おいて尋常ならざるこの変革を、誤たず成し遂げ
その成果を将来に正しく打ち据えるために、われ

与えます。まさに「学ぴて時にこれを習う。また
よろこ
説ぱしからずや」であります。
大学図書館機能、あるいは大学図書館における

われ自身の確固たる足場を築く必要がある。その

子図書館的機能につきまして、学術審議会やそ

ために肝要なのは、個々の片々たる専門的知識を

の部会から建議や報告が行われておりますが、こ

越えた各人の生きざまに関わる人間的モラルの確

れは今後の重要な課題であり、大きな変革をもた

立であろう。それは「人間およぴ生きることにつ

らすものと考えられます。図書館の益々の充実と
図書館職員の不断の研修を希求して止みません。

いての教養」と言い換えてもよい。生涯かけて反

復学習すべきこの課題ヘのアプローチに、図書館
資料を存分に利用されるよう望みたい。

0

は私共に大きな歓びと安らぎを
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私が初めて摂南大学の図書館ヘ行った時、
正直言って「高校と一緒」という印象を受

一=

含食 t 新入生の感想一図

③

館を使っ',て含含 ^

校ではあまり希望がかなえられないことが 餓
多かったのですが、ここはほとんどの希望
く今
がかなえられるようなので、'期待力塒てます。
私は趣味でよく本を読むのですが、'一般 く今
書の充実していること・も嬉しく思います。

けました。・図書館の・システム等がほとんど

同じだったからです。しかし、じっくり図
書館の中を歩いてみると、高校よりもはる

f

力Xこ実用的な図書館
であることがわかり
ました。そう.感じた

暇なとき、ちょづと時

図書館使っみての驚き

間を潰したくて立ち寄
つたときも、退屈する

理由のひとつに、専

どころ,か、時間を忘れ

門書の数の多さがあ

て読み耽ってしまいま

げられます。ちらっ

した。

と見ただけでもいず

ちしきは

れ私もお世話になり

、

知識春 ^
^

そうな本がたくさん

や>
翰
何
餓

初めで図書館に入る

籍

ときは少し蹟曙しまし

くり

国際言語文化学音田年
き

たが、いざ入ってみる
、

あつたので、早速チ

と、受付のお姉さんが

く今

エックしてみました。

笑顔で迎えてくれて、

き>

そして、閲覧室の広

安心したのを覚えてい

ます。これから4年間、図書館をフルに活 籍
用するためにも、もっともっと図書館ヘ通 赫

さにも驚きました。本を読むだけでなく、

勉強をするのにも静かでいい場所なので席
がたくさんあるのは本当に助かります。

つてみたいと思います。

高

0

餓

また、希望図書購入制度についても、
^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

何

私は、摂南大学に入学してこの枚方学舎に
も図書館があると聞き、いったいどんな本が

るうちに、とうとうレボート提出という状

あるのかと思って行くことにしました。とこ

ました。そして、レポートを書き終えて、辺 ・餓

ろが、いざ入ってみると雑誌コーナーに関西

りの本を適当に手に取り、見ると

況に陥り、この図書室を本当の意昧で使い

ウォーカーやテレパル
のようないろんな身近
な雑誌が置いてありま

図書館何をする?

くり

0 (̲

れが全く理解できませ

命

んでした。何か、大き

餓

なカルチャーショック

W

した。これはラッキー

を.感じました。この時

と思い、利用していま

は、.イラつき半分でし 餓

'

した。

そんなことを数回重
ねるうちに、多く.の人

たが、未知の知識との

薬学音田年
にしもと

たかし

西本高志

遭遇ということに変わ
りはないと思います。

がいるにもかかわらず

まだ図書館ヘ行ったこ

図書館がとても静かな

とのない人は、行つて

ことに気が付きました。

みると良いと思います。

そのうちの先輩らしき

ここには、何か分かり

人は、とても真剣で、まるでなにかの試験を
受けているかのように集中しているのがわか
りました。自分はこんなモノを読んでいてい

正体を見極めるため図書館ヘ足を運ぱざる

いのか、と考えつつも雑誌を読みふけってい

を得ない気持ちに駆られています。
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くり
餓
⇔

^、'、'、"、・'、"

餓
容y

^、

倫

ませんが密かに鼓動してぃる何物かが潜ん き>
でいる様です。私は時間のある限り、その
⇔
容V
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食艮てみる図金食の

^

本紙「学而」が1984年10月に創刊されて]3年が経過し50号を迎えることになりました。

この13年間に"摂南大学図"もいろいろと変化してきました。どのように変わってきたか図書館報にそっ
て、みてみましょう。

創刊号(84.1の図書館報創刊

*瀞部鵬識御、露艦張、駿の露^畷1祢る

*雛、購餓岨潮粧掛陛祠鯏応肋、肋銘の厭
徽明

ワープロの貸出は視聴室で、希望図白
購入制度に新しい仲問「速図くん」
はやと

摂南大学園

(2)

NL

,

摂南大学図霄館報

゛→

d

」刊号

r

いワ

1984.10
*

王員之の昏L よる

r学而」創刊にあたって

^知の世界ヘの内^
図唇館()は.今目大きく拡彊がれした.図書はワ号
Φ1
3 ・4彫・5階・6熱Φ5フロアーになり*した
さて.こΦ斬図書館Φ楓能はどうなっているΦでしょうか.各.
ごとに筒単な紹介をしてみ*しょう
讐考邑室 0
階段を一降りると考図書室のフロアー
です 6考園書室には,群書,典,便覧
奪 ナとの特定の卓を参照するための図
られていまサ.レポート作成時や試験
期にーお世誕になる本違がいるところでサ.
ここの図書は室内での利用を前投にしてい
表寸ので
を希望する時は.カウンター
急で学生証をモえτ申し込んで下さい。
この部血には.ほかに国内外の新局瓢があ
り衰
写・学復剥宅・賦鷲誓闇{4階

(国埠言語文化学部敦按】
÷1迂.県南大学園詫,屡r学而」劇刊に布た
こnは孔子のr調艶」需巻初にr子日く」と
.,
ある次に.f学ぴて時にれを習.亦た駁ぱ
しがう中」掌両映曽之.二し亦駁乎.に基づ
いています。通ι)ー・句の懸味は「学」とは学
周のこと.輿体的にtキな敦季1 を概むー

のス蓑動が捉りしたが
このも刷滅し言した。
これは僻故でレ'うか。
¥判す料学文唱の発違した現代でも.2 の
琶に、人圖とは月か人周上して何を【ノなけれ
ばぢらないかという梱本釧がべられ.モ 1
捻芭今粟西占ネリ緊化がないからで.もちろ

N O.2 (85.1)アンケート特集図館の

段】. 13

新図館紹介

図書館長布目潮温

リモ命名の由来を説明し佳しょう.

報

τ{,」.かしき二・レケ,¥'第6回

図書館(本)の拡と充実

NO.15 (88.1の

文

「聞く本」カセットブック
が仲問入り

瀧麟は!臓検耕網0いてH館伴祠1軌剛
做紛館鯏肌っいて}

N O.4 (飾.フ)数字でみる図書館の10年
NO.フ(86.4)所検索システムが改善された
よ

N O.9 (87.3)今後における郵里業務について
円鮎鞭力ぢ j傑センター媚斯齢尉ービスをぬ(群
は8咋凱融ンタ畿樹
報化社会ヘの対応
ーオンライン月報検索一
* DIALOG,JOIS, DIAU モ1Dいて卿蝿棚

N O.11(87.1の枚方分館が拡充されました
加,5伽
*櫛燧鵬築され、露収勧か繊。、
断
NACSIS‑1Rサービスの紹介
¥齢轍ンタ咋^髞サービスを鵬

N O.12 (朋.1)雑誌アンケート調査御協力
ありがとうこざいました
別冊N O.1 (朋.5) NA C S I S‑ 1 Rシ
ステム紹介

N O.]3 (88.4)新図書館紹介

N O.16 (89.1)日本き吾・日本事情コーナー
*^牲暢寄鄭の劉鯱以羽飾肌'L

CDライブラリーますます充実
*所饋靴冊ゑ慧

別冊NO.2 (的.田図白館本館におけるオン
ライン外部データベース

情報検索サービスの紹介
*朧明羽劼JOIS,以ALOGのサービス鵬

N O.19 (89.1の NDC8版採用に伴い分類
番号一部変更
N O.20 (90.1)フロッピーはカウンターで
受取って下さい
*刀ツビーが爆にっいている資利幼膽棚ds0仟 GOODS
CORN剖を諸。FD順利相則Cパ汐マーク樹ける

N O.23 (90.11)環境問題関係図をまとめて
購入しました
分館でもCDソフトの貸し
出しをはじめました

N O.25 (91.4)学部生の貸出冊数5冊まで
OKに

0
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*欲伽勘噺肌獣

本館にCD‑ROM登場
* CO・HIASK 綱請^蚊諦データペース)
N O.26 (91.6)入門書コーナー新設
*擬、熱、コー刷の駄露、軒弱ヘの椚蔀鮎厨し加一

N O.40 (95.1)学而卸仟"10周年、40 号発行
N O.42 (95.6)開館時閻を延長
明か明 釦轆瑞於卯 1舗0とした

クローズドキャプションによる英語学
習

ナー衝設

*覚劉Cクローズドキャブションテコーダー枇フオ輪。ソフトも
職

N O.28 (92.1)コレクション形成事業がスタ
一卜

N O.43 (95.1ω閲室(本館)開室時問を午

*齢酪コレクション形胤、豁成瑞飢根るこ婚動とし

後10時まで延長

てスタート

倶、キ後鵬まて漲、10蹴でとした
名作ビデオC恰Ssic Film c011ection
に寄せて。

N O.30 (92.田 I L Lシステム4月から本格
稼働

情轍ンタ.1比シ万幼さ榔にしたル棚全助國
私獣湘範わライン・ネットワク斌によりヌ献駕図ぎ鯆Ξ

0

*隔謹円明範論して鱈され炯コレクションをλ
N O.衡(96 .4)
司を 1 9 : 0 0ま

鮒にかかる憾劃驚剋アルタイムで懲するシス私です

*舗制肌試従して鵬した鵬瑞艇魅更に円艇長し1喝
までとして本棚M
オーバーナイトローン制度スタート
本館

NO.32 (93.1)試験期開館時問の延長を実施
N O.35 (93.1 の CD‑ROM rME D L I N
EJ 「日本薬局方解説書」が
分でサーピス開始
電子ブックブレーヤーの内貸出を始

肋ち、腿鶴岐眠ってい碑.資継有凱ていたたく肋一
鵺しを行っ脹をスタート
CD‑ROM版検索システムを使って

めました

N O.36 (94.1)j去律図書館連絡会に加盟

みて

船年1明1噺測盟

情靴ンターに爺した本臓購を検瓢きるCD・冊を
娟贈λ

N O.38 (94.6)新入生ライブラリーツァー実
施
*柳翻翻一環とし乃イブラリーツアーを篦した。ツアーW魏膿

矧儲趨鄭肱まで購鯏肋ノウハウにっいて露願が引乳

侶)

摂南大学図促報

て4吟穣磯明断いました

0

NO.45

銘

NO.39 (94.1の枚方分館に閲室新設
*鵬数騰村こと舵ちろこと、露鏘朧調翻酷砺肺
柳乱勲すること相的として設けら株した。明羽から柳麟
就職コーナー新設
一般市民に図害館公開
朋犯から、搬市即加擶確生群辞腹宜裾ることを
髄とし咽書鱗蝿

回館では、利用者ヘのサーピス向上のた
め、今拝度から全図室の朋館時悶を19.00
ぎで延長しぎす。
今回の変更で,視疎党室学術粍誌室
飽4階)は、これぎでよりも2時冊10分抵長
されること恒なり、5時限目の擾終了後も
十分に利用できるようになりました。ピデオ
テープやカセットテープを佳った語学学冒
レーザーディスウによる名画殺、ウープ0
によるレポート作成など、みなさんのご利用
をお待ちしてい表す.
変更後の各室の開室時周はつぎのとおりで
す。
【本菌】

苛通図室、参考図室
室学術雑誌室・疑聴血
鏑 1 3閥覧室(ただし.利用状況によっ
て一部変更しよ吋
900 1900
繁ι閲室
900 2200
【分館】
昔通図・参宅図コーナー
学術雑誌室
9α) 19Ⅸ)
閲覧室
9.(抑 2200
*保存血の使用は18:00まで

オーi、ー
トb 39
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(?)

参考面書など僻存出国症も出
閉酢吻はづツクポストに返如

枚方分館に閲室新設

NO.妬(96.6)^Ξ事索弓1はCD‑ROMで
医学中央雑誌CD‑ROM版導

牧方分飽に閲室が新設されました。この
室は座席散を増や吋ことはもちろんのこ
と図館舶飽後も自習ができる堤所を利用
者に提供サることを目的としτ設けられま{ノ
座席数は57席高り、これまでの座席融不足
が大幅に改善され赤した.毒た.室時問は
9府がら22時までとしており、図閉後
も閲室は利用できます. 9月5日の判用卯
始以来.夜遅くまで利用者が高り.図側
としτも喜ぱしい限りで寸.
モれから瑚館後にも園書鋳の書を利用し
や寸くするためにオーパーナイトローン(ー
夜aし)の制度を採りλれました.これは閉
館後30分前から次の開誘日の9時30分まで貸
出サる制度で寸.この制度の判用者の便宜を
図るためプックポスト(図返却用ポスト)

入

N O.48 (97.1)図書館利用実態調査を実施
96年1明睦学生類樹象とした蒲を燕
しτいて返釦できない時、モんな時に利用し
て下さい.
聞では喫燥.飲食はもちろん票止です。
ぞれに.私語は恨んで,他の利用の達感に
ならないようにして下さい。
図館では利用者の皆さんが、快通に学習
研究ができるような項填づくりを逸めていく

N O.49 (97.4)「フマーニオール・コーナー」
新設

*¥擶靴よ膿抑酸もってもbう凱、るの助らの語露を
集棚.ーナー
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図書館禾1̲用統計('996年度)
図書館では、利用者の動向を把握し、図書館
運営の参考にするため、毎年禾1」用状況を集計し、
各種統計を作成しています。
^^

今回は、主として学生利用者に関するデータ
を紹介します。

均では6.0冊という結果になり、全国の私大平
均6.8冊を少し下回りました。
].利用状況総括データ
<総括表>
項目

ちなみに、全国の国公立大平均は9.1冊、関
西大手私大平均は8.9冊で、いずれも前年度よ

)の数字は前年度比

本館

分館

り増加しています。

升

6主:他大学の数値は「日本の図書館'96」か
ら独自に算出)

開館日数

学部貸出冊数

単位

入館者数

度度

貸出者数 20,921 3,180 24.101
(学生)(・1,763)(・ 447)(・2,21の

翻

貸出冊数 41,867 5,763 47.630
(学生)

(・2,乃?)(・ 69り(・3,426)

冊

惟)本館λ館者数には閲覧室(3F)利用者捌よ含まれていません.
^^

開館日数が本館で]日減少したのは、 96年
度から導入された大学入試センター試験による
休館によるものです。

鷺

入館者数は、分館で】.8%増加しましたが、
国際

本館で4.8%減沙、したため、全体で2%減となり、

経情

院

週去最高であった前年度の記録を塗り替えるこ
貸出者数は本館で7.896、分館で 12.396減
少し、貸出冊数は本館で6.1%、分館で 10.フ
%減少しました。開館時間の延長やオーバーナ
イトローンの実施を開始し、学習環境を整えた
にもかかわらず、利用が減少した理由は何でし
ようか。今後つきつめていきたいと考えています。
2.所属別貸出状
所属別貸出状況では、国際と大学院は微増、
経情は横バイ、他の学部は減少しています。

冊

086420 86420

とはできませんでした。

学部別一人当たり貸出冊数
18.フ
18.3

095年度
圏96年度

6.2

6.4

5.8

' 6.0

一人あたり貸出冊数は、最高が国際の8.3冊、
最低が経情の3.5冊、学部平均で5.8冊、全体平

工学国際経情法学薬学学評均大学院鉱平均

0

1997.6
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月別貸出冊数

歴史」が増えました。分館では、「自然科学」が

本館では、5月、7月、8月が増加しましたが、
他はすべて減少しており、特にピーク月である6
月と]月が大幅に減少しているのが目につきます。
分館では、 9月から11月が増加しましたが、
他は減少しています。ここでも6月が31%も減

比率を落としています。本館の「社会科学」では

「政治・法律」「経済」、「工学」では「電気
電子・,情剰が、分館の「自籍斗学」では、医学
薬学」「化学」「生物学」が、それぞれ高い比率
になっています。

少しました。

分類別貸出冊数比率
(分館)

(本館)
単位・千

月別貸出冊数

6

=衛'語'文学総記,哲学.歴史 44%
エ・産 3.0

芸衛

口本館
翻分館

5

語・文学

4.0%

11.フ%

工学その他・産禦

総記,哲学,歴史

2.フ%

2】9%

4.1兜

气'。舌゛報
4

97%

79%

築
32兜

,ξざ%

政治・法律
経済

3.0%

0

社会科学 6.1%

自然科学その他

医学・案学
446%

生物学

113喨,

土木・建股

冊3

3・6'、然科学

1'3.4%

68%

2

おわり{L

13

飾

5和

2舗

0

4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2
月

曜日別貸出

本館では、従来、最も貸出の多い曜日だった月
曜日が大幅に減少し、火曜日、木曜日、金曜日よ
り低い数字になってしまいました。この結果、分
館と同じように、月曜日から金曜日まで平均した
貸出状況になりました。本館・分館とも、土曜日
の利用者が大きく減少しています。

0

単位・千
9

巧96も減少しています。

4

8 7795

8

フ722

3

貸出者数、貸出冊数は、本館・分館ともに減少
していますが、過去]0年の推移で見ると、両館
には違いがあります。本館は、前々年度以前より
は増加しており、前年度を例外とすれぱ、まだ上昇
傾向のなかにあるといえます。一方、分館は92
年度にピークがあり、次の年減少した後、横バイ
状態が続き、 96年度さらに減少しています。分
館は貸出については、横バイないしは、減少傾向

口本館
圏分館

7
6
5

冊

4
3
2

1722

の中にあるといえます。しかし、薬学部はもとも

100

986

7

0

月

}Aく

水

木

で開室するようになった視聴覚室が496アップ、

普通図書室が296減少し、参考図書室はなんと

日別貸出冊数
8

以上昨年度の利用状況を簡単に紹介しました。
チ誌討よがら、勵口したのは、分館のM諸数才ご1プで、
他の記録は減少という結果になりました。しかし、
ここで紹介した統計以外は、「相互利用件数」な
ど22項目中]6項目で増加しています。従って
減少は全体から見れぱ^ということができます。
分館の入館者数は過去最高記録で、 94年度か
ら最高記録を更新し続けています。本館の入館者
数をフロアー別に前年度と比較すると、】9時ま

金

土

類号1貸出冊数

本館・分館とも利用者の所属学音隔成を反映し、
ほぼ例年どおりの分類月1」貸出比率となっています。
本館では「工学」が微減、その分「総記、哲学、

と貸出派より館内利用派が多いので、あまり問題
ではないかもしれません。

図書館では今年度も、学習環境の整備を行い、
各種サービスを充実させます。有効に図書館を利
用していただきたいと思います。
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<本館>

ヨ

特色、,る"

1997.6

食料.

「マイフエアレディ」「ジュラシックパーク」

CD・ROM版マイペディア97・百科事典

どです。

日立デジタル平凡社(R031 M
書名のとおり、 CD‑ROM版の

(4F視聴覚室にあります)

百科事典です。このCD‑ROM

<分館>

の特徴は、本文中のキーワード検
索のほ力寸也図検索・年表検索・図、

緒方洪庵のてがみ(全5巻)
菜根出版(289.1 0)

マイペ手, 伽

解検索等ができることです。

江戸幕末期、大阪に当時全国一といわれた

(5F参考図書室にあります)

子・

塾・適塾を開き、福沢諭吉や大
村益次郎等、きら星の如く輝く
幾多の人材を育成した医、緒
方洪庵。その洪庵が友人・家族

レーザーディスク各種
パイオニアLDC

本紙(N O.44)でも一度紹介し

門人に宛てた直筆の手紙252

ましたが、今回新たに、 79点を

通、及ぴ洪庵ゆかりの者の手紙

購入しました。主にオペラや洋画

35通を全国から集め、写真版

の名作です。例えぱ、オペラでは

で掲載。それぞれに解読1則t

「ロッシーニ歌劇セヴィリアの

文・解説を付し、 22年の歳月

1 麦師」「ヴエルディ歌劇椿姫」

1 をかけて全巻完結をみた医学

「ヘンデル歌劇ジュリアス・シ

史・洋学史の第1級資料です。

ーザー」、映画では「怒りの葡萄」
、、ノノ
.、、、、、

新入生対象フイブラ リーツアーを実施
図書館(本館)では今年も、新入生対象のライブ
ラリーツアーを実施しました。実施期間は4月8
日Cめ ]1日囲までの4日間でした。ツアーでは、
館内各室の案内の他、配架ルールから検索機の操
作方法まで図書館利用の基礎的なノウハウについ
て、図書館員が引率して説明を行いました。参加

者数は過去最高2刀人(申込者439人)でした。
このライブラリーツァーは、1994年度から始め
られ、今年で4回目。今年は、実施期間を早め新

入生ガイダンスの実施期間にあわせて行いました。
このため、初日の参加者97人(申込者121人)と
大盛況でした。

編集後記

.本紙「学而」が1984年10月に発行されて以来、 13年が経過しました。現館長ならびに歴代の館長4名の方々
ので指導と教職員・学生の皆様方のこ協力により今日の学而と図書館の姿があります。今号までに教職員223
名・学生107名という多数の方々からこ寄稿いただきました。心より感謝します。
.これからも、館員一同、気持ち良く・喜んで利用していただける図書館を作っていくために努力していきます
ので今後ともこ協力の程よろしくお願いします。
・今号からこれまでのB5サイズからA4サイズに拡大しました。
(S.T)
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