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学而時習之、不亦説乎。(「論語」より)
ま

よろー

*題字は王義之の書による

一学ぴて時にこれを習う、亦た説ぱしからずやー

図書館という空問の中て
なが

0

え

国際言語文化学部教授長 j召忠丘1菊
与えられた題で薮ず思つだのは図書館の雰囲気

類に係る一経験を述ベて

のことである。中野重治の書いたものに、彼が中

みだい。かつて学生が、

学生のときに利用した福井図書館の思い出を述ベ

『イギリス中世村落の研究』が西洋史のコーナー

た次の文がある。

にあるのに、『中世イギリス農奴制の衰退』は社
会史のコーナーにあるのは何故か、と質問してき

階争かでよかっだ。来る人びとはお互いをも書
物をも何となく尊重していた」。

た。困つだなとは思ったが、およそ次のように答

このような図書館の雰囲気を私は期待する。も

えだと思う。すなわち、主題(内容)によって分

ちろん、これと反対の場合にも出会つたことはあ

類するという原則はき談っているが、どちらに分
類するか迷うものは、図書の整理を担当するとこ

る。先人のをひろうとすれば、夏目湫石の東大の
閲覧室でのこともそのーつである。それは、彼が

ろの判断によってきめられる、と。そして「他の
例であるが、漢字の分類でも、字典で、たとえぱ

大学を辞めて朝日新聞社に入社した時に、新聞に
書いた「入社の辞」の中にでてくるものである。

0

ちゅうべ

ぬ薮

彼によれば、閲覧室の隣が事務室になっていて、

和の字を禾(ノギヘン)の部首でひくと口(クチ
ヘン)の部首でみよとあって禾コーナーには入ら

館員が無闇に大きな声で談笑する。「清興を妨げ

ない。雁の字を广(ガンダレ)でひくと隹(フル

る事は莫大」であり、学長に訴えたが「学長は取
分は是がだめである」というのである。当時の湫

トリ)の部首でみよとあって广コーナーには入ら
ない。これは漢字の部首による分類の原則によっ
てなされているのだが、こういう漢字の分類以上

石の心的状態については研究もあるが、それはと

に図書の分類はきめにくいものをもっている。書

にかく、この文のこの箇所は閲覧室でのマナーを
教える。(因に摂大の事務室ではこのような無作

物を探すときは、考えられる限りのいくつもの分
類コーナーにあだってみる必要がある」とつけ加

法は全くない。)

えた。歯切れのよくない答だが、い荻、誰かにき

りあわれなかつた。余の講義の荻ずかっだのは半

さて話題をかえて、書物探しあるいは図書の分
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かれても、このような答しか私にはできない。
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干潟を残した電子メール

インター才、、ソトであなたが変える社会

『そして、干潟は残ったインターネットと N P O』
(りベルタ出版)

経営情報学部・経営情報学科講師

松浦さと子

松浦先生は中京テレビアナウンサーを経て、テレビ大阪の経済番組やニユースのレボーター・
アナウンサー・ディレクターなどの経歴を持つておられ該す。そうしだ経歴を通じて、さ薮ざ薮
な市民活動と情報社会について研究してこられ薮しだ。
環境問題に興味があり薮すか?それなら名古屋

せない)人の生活が薮ずは大切」だと納得してし

に日本を代表するシギ、チドリの飛来地、藤前干

薮つだだめに、議会は埋め立てを仕方がないこと

潟を御存じですか?農業干拓と工業埋め立てでほ

として容認してし薮い薮しだ。

とんどが失われ、伊勢湾内にほんのわずかに残っ

しかし、そのころ埋め立て反対の運動を永年に

だ干潟です。干潮時には渡り鳥だちが大好物の力

渡って展開してきた藤前干潟を守る会が、インタ

二やアナジャコなどを食ベることができ、シベリ

ーネツトを駆使して活動してい荻しだ。名古屋の

アとオーストラリアを往復する彼等のエネルギー

ローカル新聞が積極的に行政に厳しい記事を書い

の補給地として重要な役割を果たしてい薮す。名

てくれないので、環境問題に関心を持つ全国の人

古屋市では、この世界的に貴重な干潟をゴミの処

々がつながるメーリングリストに藤前干潟の情報

分場として埋め立てる計画を立て薮しだ。野鳥や

を、一気に送り届けたのです。東京の新聞は名古

自然を大切に思う少数の人々が荻ず反対し、研究

屋の問題を大きく書き立て、永田町の議員だちや

者らが構成する環境アセスメント審査委員会でも

環境庁に刺激を与え、全国の鳥類、底生生物、環

「環境ヘの影響は明らか」という結果を出しだの

境行政、環境経済学、環境影響評価学、環境社会

ですが、大半の市民が「ごみを処分できるところ

学、都市計画が専門の研究者だちは干潟に関する

が他にない」という行政の意見をもっともだと、

あらゆる科学的な評価と代替案の提言を始め薮し

「鳥もかわいそうだけれど、(ごみを街にあふれさ

だ。「守る会」の情報は翻訳ボランティアの手で

彩蹄'

亀

0

0
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英語に訳され、 SAVE FUJIMAEのメツセージは世界

見をはっきり多くの人に仏えるだめには、インタ

を駆け巡り薮した。国際学会でも問題にされ、名

ーネツトの利用が欠かせなかっだのでしだ。藤前

古屋市長、愛知県知事には海外からの厳しい意見

干潟を守る会のホームページでこれ薮で干潟保全

書が届くようになり薮す。電子メールの発信がネ

のためにどのような議論がなされたかを知ること

ツトワークを通じて多くの人々と協力関係を形成

ができ荻す。

したのです。そして地元住民もはっきりと「埋め

http :,'WWW2S. b 18 10be. ne. JP/ fu jimae/ japanese/'index. htm

ないで」と意思表示し、住民投票を求める10万人

『そして、干潟は残っだインターネットとN

以上の署名が集められ荻した。

0

PO』というのが先頃私が編集しだ本です。 NP

愛知県は2005年に「環境との共生」を樞っだ万

0やNG0は、非営利目的で活動する民問(非政

国博覧会の開催を決めてい薮した。しかし環境庁

府)団体のことですが、インターネットの登場で

が最終見解として「埋め立ての環境ヘの影響は大

これ薮でに比ベて格段に力を持つようになり薮し

きく、人工干潟の実験を並行するのは非常識」と

た。近年ノーベル平和賞が、地雷廃絶運動や国境

報告しだだめ万博開催に影響が出るのを畏れた知

を越えて活躍する医師たちに贈られていることか

事は、ゴミの市内処分を頑に通そうとする名古屋

らもわかり該す。私たちが社会を少しでも変えた

市に周辺地域との調整を働きかけ、干潟以外の場

いと思ったとき、適切に使えばインターネットは

所を探すことに乗り出しだのです。

必ず味方になってくれ薮す。情報公開の在り方や、

今年1月ついに藤前干潟は保全され、代わりの

人々の共感を得るメールの書き方など考えさせら

処分場が検討されることに決薮り荻しだ。「守る

れることが多い、藤前干潟を守る会のメーリンク

会」代表辻淳夫さん(60才)はこのため2年問に、

リストの書き込みをぜひ本書で読んでみてくださ

350通以上の電子メールを発信し荻した。誠実に
責任をもって名を名乗り、自らの持つ干潟の情報
を分かりやすく人々に提示することで信頼を得、

0

最後に「守る会」辻代表からの若者ヘのメッセ

理解と共感を求め、多くの予想に反して干潟を守

ージを。「何事も、自分の目と感覚で、自分の頭

り抜いだのです。辻さんは、休日には小さな子ど

と自分の言葉で、考え、発言し、勇気を持ってや

もや記者たちに鳥の名前や干潟の楽しさを教えて

つてみよう。願えば必ず叶うのです」

い薮すが、普段は大学の教員です。多忙な中で意
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最近、だとえぱ、南京大虐殺はなかつだ、など

ものと、それらは断じる。しかし、南京大虐殺を

とする言辞や出版物をよく亘や目にする。日本中

はじめとする中国大陸での日本軍の残虐行為は、

世史、つ薮り平安時代とか鎌倉時代とか、といつ

中国側のみならず日本側の数多くの証言に裏付け

た比較的古い時代を専門に研究している私として

されており、紛れもない事実である。それらの証

は、その関係の出版物をそれほど熱心に多く読ん

言をすべて「ねつ造」とみなすことなど、とうて

でいるわけではなかつた。しかし、授業のあとわ

い不可能であろう。

ざわざ「いろいろ読んでみ薮したが、やはり南京

薮だ、時には日本軍の民問人殺害はあっだが、

大虐殺はなかっだと思い薮す」などと言つてくる

それは中国側のゲソラ作戦で戦闘員・非戦闘員の

真面目そうな学生に直面すると、この状況にそれ

区別がつかないのでやむをえずやっだのだ、とそ

ほど無関心をきめこむわけにはいかない。これは

れらはいう。しかし、ゲリラ作戦は、そもそも日

ちょっと、どころかかなりこ薮ったことだな、と。

本の侵略をうけた中国民族が自衛のだめに行った

それらが基本的にめざすのは、南京大虐殺をは

ものである。日本の侵略戦争こそが根本的な原因

じめとする日本の過去の戦争犯罪を否定、戦争を

なのだ。中国だけではない。日本が侵略しだアシ

美化し、国民の自信をとりもどそうとすることで

ア全体で、数百万、あるいは一千万をこえる民間

ある。それこそが日本人の失われだ「愛国心」を

人が命を落としたのであり、その数は日本人の死

榎活させることになるというのであろう。最近話

者をはるかにしのぐ数なのである。

題になったのは、小林よしのりによる「戦争論」

ところが、さらに、当時は欧米だつて植民地主

という漫画本であり、それを見るとあ荻り活字を

義の時代で、アジアの国々はその圧制のもとにあ

読薮なくなつた若者を夕ーゲツトにしだ、それら

えいでいだ。日本はアジアの人々の解放のために

の「思想」のいわゆる「布教本」としての性格が

戦っだのであり、その証拠に欧米の植民地であっ

一目瞭然である。

たアジアの国々は、戦後ぞくぞくと独立をはだし

それらによれば、輝かしき日本民族の歴史の真

0

たではないか、とそれらはいう。実はこの主張は、

の姿が、戦後の歴史家たちによって不当にねじ曲

戦争中の日本がさかんに広めだ「大東亜共栄圏」

げられ、それがその薮荻戦後の検定教科書に取り

の考え方そのものなのである。アジアの独立など、

入れられて、戦後教育をうけだ人々が洗脳され、

侵略を正当化するための口実あるいは宣伝にすぎ

結果として自らの国に誇りをもてない国民が大量

なかっだことは、当時の日本軍の資料で、もはや

に生み出されだのが現在の日本、というわけであ

証明済みの事実である。欧米も悪いが、偽善的な

る。その過程で、マスコミも、自民党の一部薮で

解放者の顔をしながら、現地で略奪・陵辱や残虐

含む政治家も、政府の官僚も、そのような「自虐

行為をくりかえした日本は、それ以上といえよう。

史観」形成に協力してきたのだという。

そもそも、植民地であっだ朝鮮や台湾に対する圧

南京大虐殺についていえば、その何十万ともい

制、とくに朝鮮で顕著に見られだ日本語使用の強

われる死者は、ほとんどが中国の反日宣伝と、日

要や「創氏改名」のような皇民化政策は、ある意

本に対する欧米の差別意識によってねつ造されだ

味での民族抹殺政策であり、解放者のそれとは薮

0
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つたく異質のものである。

戦前の「大東亜共栄圏」的な国家主義思想の根幹

このように容易に反論ができるほど根拠が薄弱
で、しかも侵略されだ人々への無理解な言辞がー

0

に、この13世紀に日本がうけた侵略が存在するこ
とは実に皮肉なことである。

定程度受け入れられる素地には、いつだい何があ

明治維新以来、欧米の植民地主義者の脅威を感

るのだろうか。一般に日本がほとんど他国の侵略

じてきだ大日本帝国の指導者だちは、自らの立場

をうけた歴史をもっていないことによるとするの

をかつてモンゴルの侵略におびえた鎌倉時代の為

もーつの考え方であろう。しかし、私の専門の時

政者に重ね合わせだのではないか。過度の国防意

代にさかのぼって考えると、歴史はそれほど単純

識、被害者意識のもとで、急速に日本は忌薮わし

ではない。13世紀、鎌倉時代後期におこつだ元冠、

き侵略者の姿ヘと変わつていく。そのことへの後

つ荻りモンゴル襲来。日本がうけだ他国による唯

ろめださを「大東亜共栄圏」という観念によって

ーともいえる侵略。当時の日本はその侵略に、鎌

自ら慰めつつ。そして、アメリカを中心とする圧

倉幕府の武力だけではなく、神仏の呪力も総動員

倒的な連合軍の武力に直面しだとき、その観念は

して、対1亢した。

増幅される。「神国」への「神風」を夢想する国

中華帝国である唐と朝鮮半島を統一しだ新羅に

家。強いものへの恐怖と対抗心とのなかで、もは

おびえて作られた7世紀の律令国家以来、日本は

や弱い人々へのいだわりも、憐欄さえも、失われ

600年ぶりに「国家」を強く意識した。そして、

ていく。とぅとぅ、おぞ荻しき自らの姿さえ見え

思いもかけぬ大風による侵略者の撃退。「神風」

なくなつていく。民衆だけでなく、ときの為政者

「神国」といつた思想が喧伝され、神仏ヘの恩賞

荻でもが、過去の歴史に呪縛されたのである。

として寺社ヘの土地の寄進や返還がおこなわれる。
.虐'3ε」量、3ε,壁、3ε^0堂、3ε^ε1受、3ε'疉、3己^ε虐、30量、3巴コ無3ε1堂.εユ昂3ε^寺0^0量、3己.堂、3.堂、30疉'3.^己^3己虚、3己コ愚き6コ郵3e」弐イ3.疉'き

己^きe1量、3ぜ

3ι^εJ塾3

S(H0ιAR' S SHモιFの N則 Face
(本学教員寄贈著書ヨ

0

"scholar'sshelf"には先生方から寄贈された、先生ご自身の著書が集められてい薮す。
新だに寄贈された本を紹介し薮す。(1999.10.16 2000.1.15 の問)

事

国際言語文化学部

著者
藤田進

名

出版社

「理事長30年藤田進の学校経営は?」
「藤田進の学校経営は?」刊行委員会

著者

名

出版社

富尾武弘(編)梵漢音窮例一覧表

木公香i堂

安藤哲行(訳)パタゴニア・エキスプレス

国刊行会

山本淳一(訳) 16 18世紀ヨーロッパ像

岩波店

経営情報学部
著者

工学部

株式会社と現代資本主義の変貌晃洋書房

書

柿澤昭宣

出版社

著者
そして、干潟は残ったインターネットとNPO
リベルタ出版
松浦さと子供著)日本のN P O<2000>
日本評論社

名

出版社

檎甫さと子(矧

柴田道生
(共著)

BAS IC1こよる骨組応力解析基礎編
BASICによる骨組応力解析応用編

学芸出版社
学芸出版社
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枚方分館
普通図書・参考図書コーナーを拡張

座席数1.8倍に

2号館南側東部分の増築工事は、弐もなく 1月末で王事を終え薮す。その2階部分(318mりは枚方分
館図書室(普通図書・参考図書コーナー)の拡張に充て、利用環境の改善を図ることにしてい薮す。
これにより、普通図書・参考図書コーナーの床面積は733可になり、従来の約 1.8倍の広さ。閲覧座席
数も77席増えて 178席になり(同約 1.8倍)、より多くの学生が利用できるようになり荻す。期末試験期
の混雑の解消などの効果が期待でき薮す。

弐だ、開架収容冊数も約3,500冊増の24,900冊になり、図書の利用がいっそうしやすくなり荻す。そ
の他、 A>ブースの2台増設、プラウジングコーナーの拡張、インターネツト接続端末機の1台増設など
の整備も図り薮す。なお、拡張したスペースの実際の利用は2000年4月からとなり荻す。
拡張部分
壹
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<耳寄りなニュース>

BL inside web 活用してい荻

本館

0

図書館(本館)では今年度から、大英図書館(The BritishLibrary)が提供するサービスである
「insideweb」を導入し、利用者からの文献検索依頼・複写依頼に活用してい薮す。このサービスは、大
英図書館が持つ資料の検索ができる「データベース検索」と資料そのものを入手する「文献複写」の二つ
のサービスが統合されだもので、これを利用することにより、広範囲な論文・記事の検索、入手が可能に
なり薮した。なお、詳細については図書館メインカウンター(5F)薮でお問い合わせください。
inside web サービスの概要は次のとおりです。
* ins ide web データベースには、 B L D S C (British Library
Document sU即ly centre)が現在受け入れている様々な分野の
論文が収録されている。

叉

*現在継続して受け入れている雑誌は約2万タイトル、会議録は
1万6千タイトルを収録。
*1993年以降の、個々の論文・発表単位での検索が可能
*最新号受け入れから72時問でデータベース化
*BLDSCが所蔵する25万誌の雑誌りストも提供

b

捍
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お尋ねしました1
^

フ、

コンピュータを勉強するならこの本

橋本する美
佐野繭美

情報センター

最近は普通教室で行われる一部の授業でワープ

推薦図書は

口書き指定のレボートや電子メールでの提出を求
められだり、参考書等をフロツピーディスクに収

題名:本気で取り組むEXCEL97
基礎編、応用編各 1 冊(007.661SI・2)

めて受講生に提供するといっだことを亘にし薮

す。「コンピユータが苦手」と思いこんでいる人

.

出版社ソフトハンク本気で取り組む

Exce 9

などは時々助けを求めに来弐すが、目的さえ説明

できない人がいるのには閉口し薮す。おかしな話
で情報処理教室の時間割を見る限り、ほとんどの

学科で授業が行われているというのに、全く初心
者同様といえる学生に接する機会が多いことに驚
かされ薮す。

必要性が生じだ時に慌てないだめに、授業で得

独1^瑚麻

題名:あっ! WORD97 (007. 661 K)
出版社:オーム社

だものを持続してください。コンピユータを日常

化することによって視野が広がり荻す。例えばワ
ープロや表計算です。一人で習得するには、マニ
ユアル本を使うことを薦め薮す。個人のレベル

(初級者、中級者等)や目的によって多数種類が
あり薮すので、自分で選んでください。初級マニ

ビジネス活用編

ユアル本は基本中の基本から始薮り薮す。はじめ
版

は、必ずぺージのすみからすみ荻で一字一句逃さ

インプレス

ず読み薮しょう。だだ目を通すだけでなく集中し

て

る町

0

できるEXCEL95&97

遁

E別

て一度自分でやつてみ薮しょう。こうしているう

ちに基本操作は一通り習得しているはずです。
学習後の結果を求める人は、自分のホームペー
ジを作成しだり、各種検定を受けてみてはどうで

しょうか。最近はワープロにホームページ作成機
能が付属しているので、写真や絵などを取り込

み、簡単に作成でき薮す。商工会議所その他機関
薮す。

コンピユータと向かい合って試行錯誤しながら

本を制覇するのも楽しいので一度チャレンジして
みてください。

版

秀和システム

七

で実施している検定を受けてみるのもいいと思い

インターネット入門HTML

頑
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圧倒的な迫力を持つこのシリーズの内容にふさ
わしい前説です。

「NHKスペシャル脳と心人体Ⅱ(全6巻)」

rNHKスペシャル生命40億年はるかな旅

さて、生命の全容解明の鍵を握る遺伝子・DN
Aを次のような内容で迫っていき薮す。

(全10巻)」
第1巻

生命の暗号を解読せよヒトの設計図

第2巻

つきとめよ、ガン発生の謎病気の設計図

第3巻

日本人のルーツを探れ人類の設計図

第4巻

命を刻む時計の秘密老化と死の設計図

第5巻

秘められたパワ一を発揮せよ精神の設計図

第6巻

パンドラの箱は開かれた未来人の設計図

0

目制
<分館>

「遺伝子・ D NA」は「人体 1」、「人体Ⅱ 脳

rNHKスペシャル驚異の小宇宙・人体Ⅲ
遺伝子・ D N A (全6巻)」(ビデオ・本)
T>番組・NHKスペシャル驚異の小宇宙
「人体 1」、「人体Ⅱ 脳と心」に続くシリーズ番
組第3弾。

と心」とともにビデオコーナー、入門書コーナー
にあり薮す。

《後期日開館の日程》
図書館では皆さんの試験勉強を応援するた
め、次の日程で休日開館を実施し荻す。

プロローグは次のような刺激的な言葉を伝え荻す。
「人類は、い薮"神の領域"に到達しようと

寝屋川本館

枚方分館

1 月23日(日)

1月16日(日)

2月6日(日)

1 月23日(日)

している
い薮主要な遺伝子情報が解明されようとして
いる。クローンを生み出し、将来かかる病気を

1 月30日(日)

予知し、治療する驚異の遺伝子技術^それは
21世紀の人類を幸福にするのか、それとも疫災
開館時問 10 ; 30

をもたらすのか?」

16 : 50

幼M勧勧幼'幼劾幼劾鈎勧回圃回M励勧舛籾製幼劾幼幼幼残幼幼圃郷製製勧勧幼鈎幼製河幼鉾幼純勧νM勧赫鉾勅"居
編集後記
・新春を迎えて
いよいよ2000年

このような節目の年に生きているのも素晴らしいことであるし、不思議にも思える。
日本では少子化問題が叫ばれている中、社会では個性を重視する声が多々ある。
理数系の文学青年、文系のコンピユータプログラマーなんてステキですね1
K
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