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一学ぴて時にこれを習う、亦た説ばしからずやー
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工学部教授 j皮 E日
皆さん、入学おめでとぅ。いよいよ待望の大学
生活が始荻り薮した。
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図書館ヘの誘い

などおよそマンガとは無

(サ

縁と思われるようなもの

さて、皆さんは大学に対していろいろの期待を

ですら、その入門知識がマンガで解説されてい薮

持っておられるでしょうが、その期待を裏切らな

す。手軽に知識を仕入れるにはもってこいの方法

いもののーつに図書館があり薮す。図書館という

ですが、そのような知識は一過性のものにすぎ薮

と何となく堅苦しいイメージを持つかもしれ薮せ

せん。マンガでは具体的にその場その場の情景が

んが、本学の図書館は全く雰囲気が違い荻す。あ

描画されてい荻すから、読者の思考はそこ薮でで

らゆる分野の充実した蔵書(お固い専門書ぱかり

停止し想像力をそれ以上に働かせる余地は残され

ではないハはもちろんのこと、最新の各種情報

ていないでしょう。

機器も備えており、学生諸君が気軽に利用してく

しかし、だとえぱ一流の作家が美しい文章で描

れるのを待ってい荻す。この大学に来てこの図書

写しだ情景は読者の想像力をかき立て、読む人の

館を利用しないという手はあり荻せん。ここに座

脳裏に百人百様の夢を作り出してくれ荻す。本の

り込んでひだすら勉学に励め!などとやぼな説教

効用は読んだ人に思考を促し、想像力をかき立て

をするつもりはあり薮せん。各人好みの方法でこ

ることにあり荻す。それが豊かな知識の源泉です。

の図書館を活用して欲しいものです。だ薮には図

活字の一杯詰荻っだ本を読むにはかなりの忍耐

書館でデートをするのも悪くない。だだし、荻わ

力を要し荻すが、読み終えたときの充実感はスポ

りの人々の気を散らすようなことだけはご遠慮を。

ーツのあとの爽快感と同じです。

最近の学生諸君は本を読薮ないとよく言われ荻

それ以外にも本の効用はあり荻す。本は枕にも

す。本以外に人生を楽しむ方法が多すぎるからか

催眠薬にもなり薮す。何かの重しにもなるし、第

も知れ荻せん。薮だ、最近はマンガやイラスト本

ーかつこいいアクセサリーになり荻す。皆さん、

が大流行で、「聖書」、「フランス革命」、「資本論」

大いに本と親しみ薮しょう。
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新入生ヘ贈る
卒業生かうのアドバイス
新入生の皆さん、ご入学おめでとうござい薮

ただ雑誌を読みに行ってい

す。自分自身あ薮り図書館を利用しだ記憶がな

だばかりでなく、勿論レポ

いのですが、その記憶をたどると雑誌を読みに

ート提出問近や試験期間中

来ていだことが多かったです。今薮でずつとサ

にも足を運び専門書を借り

ツカーをしていた事もあって、"サッカーマガ

たりもし薮した。学生生活

ジン"等を読みに来て

において空き時間、自

はスポーツ新聞やファ

わたしの図書館利用去

分の時間にこそ重要な

ツション雑誌に手が伸

工学部機械工学科2000年卒玉洋建設槻勤務

"何か"が潜んでいる

びたりと、本来の図書

ワカイヒロユキ

若井裕之

館の利用目的と違っだ

0

ものです。それを探す
きつかけは皆さん一人

目的で足を運んでい荻した。しかしそれを繰り

ひとりが必ず手に持っているはずです。それを

返しているうちに、図書館の利用方法を知識と

生かすのは皆さん一人ひとりの意志です。図書

して取り入れることになり荻しだ。例えば図書

館を利用して本を読むことも、些細な行動一つ

ばかりでなく実は視聴覚室があって、そこで話

にしても決して無駄ではないと信じて学生生活

題の映画が観れたり、 CD等も貸し出していだ

を過ごしてください。

リ、とか様々な利用方法があることを知り荻しだ。

新入生のみなさん、ご入
学おめでとうござい荻す。
これからみなさんが過ご

卜

くの方に本を手に取つて、講義からは学び取れ
ない"何か"をつかんで欲しいと思い薮す。例
えそれが自分の趣味の世界であったとしても、

される4年問において、図

何かーつでも学ぶものがあれぱ、それはあなだ

書館は絶対に欠く事のでき

にとって知識という武器になり荻す。そして、

ない生活空問となるこ

その武器は、 4年問の

とでしょう。それは学

知識が詰まった生活空門

学生生活や就職活動な

問においてのみならず、

国際言語文化学部2000年卒青山商事槻勤務

どで更に輝きを増すこ

様々な知識を得られる
という点からも言え薮

ノ、

セガワ

ケイ

スケ

長谷川圭祐

とでしょう。
せつかくだくさんの

す。事実、私も試験対策や論文作成のだめに缶

本という知識の材料が詰薮っだ空問、試験直前

詰めになつだり、時として趣味に通じる本や雑

だけとか昼寝のためだけに利用するというので

誌を読みあさったりと、図書館という「学生生

はなく、みなさんそれぞれの方法で多いに活用

活空問」の中から多くの知識を探求・会得する

してください。そして卒業する時に、「あの時

ことができ荻した。

あの本を読んで良かっだなあ」と振り返れるよ

学生達の活字離れが叫ぱれている今、より多

うな書物と出会つてください。
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新入生の皆さん、ご入学おめでとぅござい薮
す。大学生活で様々なことにチャレンジして、
これからの4年問を楽しんでください。
大学生活を充実させるだめには人それぞれに
様々な方法があると思い薮す。そのーつとして
私の経験からアドバイ
冊ても多
スすると大学の施設を

思い薮す。
弐た、今日では様々なメ
ディアが発展、普及して、
なかなか書籍1乙ふれる機会
が少ないという人もいると
思い薮す。しかし、
の本を
信売む」ということは

最大限利用することで経営情報学部経営情報学科2000年卒 松下電器産業鵬勤務単に情報を得るだけで
ヤマ
ン夕
す。大学にいる時、授
山下
業の空き時問や待ち時
問などでちょつとした時問がかなりでき薮す。
この時間を利用して大学にある施設を使ってみ
てください。特に図書館は利用し甲斐があると

0

竹美

新入生の皆さん、ご入学
おめでとぅござい荻す。
私にとつて図書館は、学
生生活を有意義に過ごすだ
めの必須ツールの1つでし
だ。図書館には、薬学
多目的空門
領域における多種多様
薬学部衛生薬学科2000年卒
の図書がそろえられて
いるので、薬学部生の
宿命であるレポート作
成で、実験でのデータを整理・考察する時には
私の強い味方となってくれ荻した。薮た、期末
試験の情報交換の場としても集中して勉強をす
るには図書館の閲覧室はもってこいのところで
しだ。夜遅く薮で開放されているので4回生に
なり卒業試験や国家試験の勉強を時問に縛られ

＼ノ

なく、同時に本人にそ
のことについて考える
機会を与えてくれるので、是非、大学生活の中
で一冊でも多くの本を読んで様々に知識を自分
のものにしてください。

夕ケ

ることなくでき薮した。
しかしながら、図書館は勉強のためだけでな
<、日々の情報収集のだめに新聞を読んだり、

小説やビデオ鑑賞などで心をやすめだりする場
でもあり薮す。

口書館

︑す

行市

山之内製薬繍勤務
タケシ

猛

勉強などで図書館を
利用し、その時得た知
識は必ず自分自身の大
きな糧となり弐す。私
もその恩恵にあずかっ

だ一人です。
今年、薬学部の図書館は増設されたので、よ
り多くの図書が並び快適に利用できることでし
よう。どぅか新入生の皆さんも学生生活を楽し
く意義あるものとするために大いに図書館を利
用してください。

0
新入生の皆さん、ご入学おめでとぅござい薮

適です。
このように、我が校の図
法学部の学生にとって図書館というものは、
書館は大変有用であるとい
必ず必要なものです。大袈裟なように聞こえる
うのは分かつていただける
かもしれ荻せんが、問違いなくそう思える時期
と思い薮すが、利用する立
がやつて来るでしょう。
場の人に一番大切なこ
利用価値のある口書館
私自身も、入学後1年
とは、自分なりの利用
法学部2000年卒総がまかつ勤務
間はほとんど利用して
法を早く確立すること
力ワ
夕
ヤ
夕ツ
い荻せんでした。しか
です。そうすることで
河田達也
し、 2年3年と進級す
さらに図書館の利用価
るにつれ、先生方から与えられる課題や、卒業
値は広がつていくことでしょう。学生にとって
研究などを進めるだめに通い始めると、そのあ
利用価値のある図書館になって欲しいと職員の
りがださを実感し荻しだ。
方々も望んでおられる筈です。学生がマナーを
薮だ図書館には、学習に必要な書籍だけでな
守り、節度ある態度で臨めぱ必ずそれに応えて
<、一般的な雑誌や毎日の新聞、様々な辞書、
くださるでしょう。皆にとって使い易く、有用
さらにビデオやCD、 LD弐で用意されてい薮
な図書館になるように、積極的に利用して有意
す。座席は個別に区切られているので集中して
義な学生生活を送ってください。
作業に取り組め荻す。資格のための学習にも最
す。
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N曾1利^すすの
6F 普通図書室>
6F普通図書室には、専門書をはじめ、あらゆ
る分野の単行本が揃ってい荻す。日頃、勉強に使
う参考書はもちろんのこと、人気作家の小説、旅

^

行ガイドブツク、就職活動の為の指導書やインタ
ーネツト利用の為のハウツーもの等、何かと役に

0

立つものぱかり。上手に活用すれぱ、レポートも
趣味も、より充実しだものになることでしょう。
荻だ、「読みだい!」と思つた本が図書館になけ
れば、迷わず購入のりクエストをしてくださいね。
お気に入りの一冊を見つけて、窓辺の席で暖か

い日差しを浴びながら、読書にふけってみ薮せんか。
値乞野亜矢子、渡辺美千代)

諺諺諺勧零諺諺諺諺諺経諺諺誇能諺諺諺勧零誇誇諺諺諺諺待諺諺経諺誇諺誇誇諺経諺諺諺諺誇諺諺諺諺経誇誇諺諺経諺

5F参考図書室>

5F参考図書室には、辞書・目録・法規などの
主に事項を参照するための資料と、地図・新聞・
軽雑誌が配置されてい薮す。大学の授業では、し
ばらくは聞ぎ慣れない用語が続出するでしょう。
そういう時は辞書や事典ですぐに解決しておき薮
しょう。意味さえ判れば参考書も探しやすいとい
うもの。談た大学生としての教養のだめ、プレ社
会人としての準備のために、新聞に目を通す習慣
もつけ荻しょう。資料集めのノウハウも身に付け
ておき薮しょう。日々のレボート作成や来たるべ
き卒論作成に威力を発揮し荻す。学内での資料収
集に行き詰薮つた時、学園外の図書館や学術情報
に道が開けているのも、ここ参考図書室です。各
種DB・インターネツト・CD‑ROMが利用で
きる環境にあり、カウンターでは外部機関からの
資料入手に関する相談に応じ薮す。
(好川園

0
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4F視聴覚室>
4階の視聴覚室のビデオ映画は、よく観賞され
てい薮すが、映画以外のビデオも利用してくださ

い。昨年購入し荻しだ「世界遺産」33巻、「故宮」
12巻、「花の百名山」20巻、「日本の百名山」20巻

は、ぜひとも一度は観ていだだきたいものです。
学業と部活動、アルバイト等々に忙しい学生生活

でしょうが、時には静かな気持ちで、世界の民族
の遺産や、自然の雄大さを、あるいは日本文化の

0

源流に思いを寄せてみることも悪くはないでしょ
う。社会人になると、なかなか時問がないもので
す。お待ちしてい薮す。
(米山直記)

。 ODO0000000ODO00000口DQO0000000000000000000000000000口DODO000ODO000000000

枚方分館>

0

行い1.8倍(318m'増)の広さとな
リ、閲覧座席数も77席増えて178
席となり薮した。
J'

^

白

厶

図書館は2階に図書室・学術雑
誌室・閲覧室、 1階部分に保存書
庫があり荻す。図書以外には人体
生理.羣剖に関する正確な知識を
高めることを目的としだ、人体解
剖模型を展示してあり薮す。弐た、
CA I(薬剤師国家試験用学習機)
があり、ゲーム感覚で模擬試験を

枚方分館は、専門(薬学)図書館としての機能
を重視し、薬学の教育・研究に必要な専門図書を
中心に揃えてい薮す。本年1月末には増築工事を

体験できるような機器も設置してあり薮す。
(中川敬Ξ)
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入門圭コーナー紹介(本館6階分館2間
入門書コーナーとは
入門書コーナーとは、皆さんがこれから
専門分野を学ぶために、荻ずはその名前ど
おり「入門書的な図書」を各分野の先生方
に選んでいただいて並ベているコーナーで
す。いきなり難しい図書を読むよりは、は
じめは基本知識を深めてもらうだめの図書
がズラリ!

図書の背表紙だけでも眺める価値はあり
薮す。

0

新闡を読みましょう1
図書館の本館・5階(カウンター横)/
枚方分館(ブラウジングコーナー)にその
日の新聞(もしくは最新版)を設置してあ
り荻す。(右の頁を参照してください)
夕刊のあるものは16:3眺頁にカウンター
に並ベてい荻す。
外国の新聞も"TheNewYorkTimes"をは
じめだくさんあり荻す。

ワープロ貸し出し
図書館の本館4階/枚方分館ではワープ
口の貸し出しを行ってい薮す。
期問は1週問です。荻た、同機器は常設
してあり薮すので、開館時問中は図書館内
で使用でき荻す。貸し出しはカウンターに
申し出てください。

館内でのマナ
館内の各部屋では、静粛にし、携帯電話や音読・談笑・飲食、その他他人の迷惑にな
るような言動はつつしむこと!みんなて気持ち良く図書館を利用しましょう

0
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図書館・読める新聞紹f
今回は、図書館で
閲覧できる新聞をす
べて紹介し薮す。ぜ
ひ愛読紙を見つけて
ください。
日本語

0

0

朝日新聞(日刊)
本朗・分館
毎日新聞(日刊)
本館・分館
読売新聞(日刊)
本且目・分館
サンケイ新聞(日刊)
本館・分館
日本経済新聞(日刊)
本朗・分館
日経産業新聞(日刊)
本且目
日刊工業新聞(日刊)
本館・分館
図書新聞(週刊)
本館・分館
週刊読書人(週刊)
本館
出版ダイジエスト(旬刊)
本館・分館
日本工業新聞(日刊)
本館
科学新聞(週刊)
分良目
薬事日報(隔日刊)
分良目
ファーマウィーク(週刊)
分会目
薬局新聞(週刊)
分良目
ファーマシユティカルケア(月刊)
分宜目
ステツプニユース(月刊)日本英語検定
本館
中国新聞(日刊)
本且目
日本教育新聞(週刊)
本朗
留学生新聞(隔週)
本館

労働ニユース(週刊)
教育学術新聞(週刊)
デイリースボーツ(日刊)
スポーツニツポン(日刊)

本館
本館
本館
本館・分館

外国語
The Japan Times (日刊)
Ma in ich i Da ily News (日刊)

英語本館
央Ξ吾本館
The New York Times (日刊)
央Ξ吾本館
ASAHI EVENING NEWS (日刊)・・・英語本館・分館
人民日報(日刊)
中国語本館
The student Times (週刊)
央Ξ吾本館
K0叩as (日刊)
インドネシア語本館
UNO Mas uNO (日刊)
スペイン語本館
ASIAN 松LL STR圧T JOURNAL (日刊)・・・英語本館
CHINA TIMES (中国時報)(日刊)ー・中国語本館
中文導報(日刊)
中国語本館
THE NIKKEI WEEKLY (週干U)
英語本館
東亜日報(日刊)
ハングル語本館
《学園発行誌》
学園新報
おおよど
摂大キャンパス
短大通信
校友タイムス

《その他》
広報ひらかた
広報ねやがわ

能認認飴能能能能認能認能認能認認認認認認認蕊認能認能認認認認蕊認認能認能認認認認認能認認認認能誇認認認認能

ヘ飢レ含少ジ野ε運倉魯

匝晦^症^鳫000
本紙(1999. 6発行NO.58)に寄稿
美奈先生の記事「ヘルシンキでの図
書館生活」が、遠藤先生の留学され
ていだフィンランド【ヘルシンキ大
学図書館広報誌】1999. 7月号に右
の写真のように掲載され薮しだ。

一一一三

いただき薮しだ、法学部講師遠藤
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カ"イタ'ンスのお知bせ

図書館では新入生の皆さんを対象に"新入生ガ

<本館>

女流作家シリーズ1

24

角川書店

(913 朋J I 24)
明治、大正、

日(火)には"所蔵検索講習会"を行ない荻す。
大学では自学自習が重要なだめ、あらゆる分野
で図書を探すことが必要になってき薮す。その図

昭和を生きてき
た日本の女流作

イダンス"を実施し薮す。薮だ、 4月10日月

書の探し方を端末機で探す方法の講習会をいたし

"

薮す。

家のシリーズ。

ぜひ、参加してください。約30分程度です。

巻末には著者

の「作家ガイド」・「略年譜」が記載されている。
作品を読むにあたって、著者が生きてきだ時代

1 回目 10 : 30
2回目 13 : 30

の様子や人物像を知ることができるでしょう。

3回目 14 : 30
4回目 15 : 30

<分館>

0

<寝屋川本館のみ>

上記以外でも、自由に見学し、質問してください。

岩波講座吐也球環境学」全10巻)
本書は21世紀の地球における持続可能な「開発
と環境」のあり方について広く議論が起こること
を期待して出版されだ。現代は、大量生産、大量

消費、大量廃棄の社会システムを構築し、人類の

《99年度後期休日開館結果》
図書館では、前期期末試験に続き、後期期

生存の基盤を危

験における休日開館を実施し薮しだ。結果は

うくさせるほど

のとおりです。

表

今年度も引き続き休日開館を行う予定です

地球環境に異変
を与えてし荻っ
科学技術はこのような地球環境問題に直面して、
今や重大な岐路に立つている。人問にとって地球
とは何か、地球とのよりよい関係を保ちうる価値

本館分

ている。現代の

観・地球観とは何かという問いを持ちながら、自

然と人間が融合した地球システムへの進化の方途
Jヘず」「

を提示する学問体系(地球環境学)の構築を自指

実施日

入館者数(人)

1 月23日(日)

6 6名

2 月 6 日(日)

153名

,十

219名

1 月16日(日)
1 月23日(日)
1 月30日(日)

297名

斗

790名

170名
3 2 3名

している。

開館時間 10:30 16.50
轍舜爲輪締轍欝轍禁梁俳舜舜欝欝欝轄欝欝嚇舜鴛欝嚇舜轆穣穣輪俳舜轍働輪轍欝俳轍儒欝欝欝韓舜禁舜轍轍輪舜韓
編集後記
・新入生のみなさん、ご入学おめでとぅござい薮す。

今荻で、図書館に無縁だっだ人も大学生活では図書館は必要不可欠になり薮す。
だからと言って図書館には難しい図書ばかりが並んでいるわけではあり薮せん。
薮ずは、 1度見学にきてください。手にとっだ本から夢が広がるかもしれ薮せん。
大学生活の中で忘れられない本との出会いを作ってみ荻せんか?
摂南大学図館報「学而」"0.61
編集・発行摂南大学図館
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〒572‑8508

大阪府屋川市池田中町17‑8

TEL

(072) 839‑9112

枚方分館

〒573‑0101

大阪府枚方市長尾峠町45‑1

TEL

(072) 866‑3102

〒570‑0024

大阪府守口市神木町7‑12‑102

TEL

(06) 6991‑2855
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