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学而時習之、不亦説好乎。(「論語」より)
*

一学ぴて時にこれを習う、亦た説はしからずやー

、

1し＼

の方矢
K石

経営情報学部
経営環境情報学科教授

0

人々にはそれぞれ好き嫌いがあるし、また価値

0

*題字は王義之の書による

いち

ろう

田市朗

風

の価値観を揺るがすような人では

観を異にするものである。そうした中で他者の心

ないだろう。人との出会いとは、他者の心に触れ

に触れるということは、他者の価値観に触れると

て自分の心をより豊かにより強くするものである。

いうことを意味していよう。だが、私達は往々に

特に、若い頃の旅には心を大きく成長させるさま

して他者の心を自分の価値観で評価してしまう嫌

ざまな契機が含まれており、年老いたものが自ら

いがある。また、自分の都合のよいように判断す

を顧みる遍歴の旅(odyssey)とはまったく異

る傾向がある。しかし、他方ではそのような自分

なる。何かを知る旅とは自分を知る旅である。大

の価値観を自ら破り、自分の心に風穴をあけるこ

きく成長する自分を自覚することができることこ

とさえするダイナミズムを持ち合わせている。

そが旅のだいご味であろう。

可愛い子には旅をさせよ、という親の気持ちは

読書における"良い本"とは、'良い友"がそうで

複雑であろう。旅は常に危険が付きまとぅし、時

あるように、自分の考えを正し、自分の価値観を

には思いもよらぬ傷を負うことすらあるからであ

揺さぶってくれる本を指す。自らを反省し、新し

る。だが、旅は心を豊かにするものであり、心の

い世界観を育むような本。そうした本は必ずある。

旅とは子どもの心が自立するための旅とされる。

今日、多用な機能を担うことになった情報メディ

果てしない世界の広がりを知り、異なる価値観を

アセンターとしての図書館も、人々の心を解き放

持つ多くの人々と向き合いながらも自分を見失わ

ち、異なる価値観に触れる機会を提供するところ

ず、自己の実現を目指していく旅。このような旅

という点では昔と一向に変わらない。

は、心に緊張を与え、新しい価値観を作り上げて

人間の偉大さと悲惨さに向き合ってその短いー

いく機会を提供する。メールやネットで出会った

生を閉じたパスカル(B. p a s c a l)は、自

人々は自分が好き勝手に想像できるバーチャルな

らの心をかたくなにする精神の卑屈さに警鐘を

人であって、決して緊張感をもたらしたり、自分

芽戀冊細織洲"艇"織冊WW
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強いうれた旅
国際言語文化学部教授
人はなぜ旅をするのだろう。かわいい子には旅
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亡命ということなのだろう。独裁

風舮

をさせろという言葉は「旅」は「行」なりという

者が倒され民主的な政治が始まる、その日ぎでの

発想からくるのだろうが、それはかつてイギリス

待機時問はあらかじめ設定されてはいない。明日

の上流階級が子弟の教育の仕上げにフランス、イ

かも知れない。そんな日は永久に訪れないかもし

タリアを旅行させたグランド・ツアーでも、わが

れない。それでも亡命者は、時閤の流れも空問の

国でいまなお続いている修学旅行でも同じこと。

ありようも違う異国で、その日を信じて生きなく

旅にはそうした遊学の旅もあれぱ、ピジネスや取

てはならない。

材、調査といった生活のかかった旅、聖地に向か

円世紀前半、ラテンアメリカでは多くの国が独

う巡礼の旅、傷心を癒すための旅もある。旅の形

立するが、独立は独裁者の歴史のスタートともなっ

態はいろいろだが、行方定めぬ漂白の旅を別にす

た。独裁者は枚挙の暇がなく、いまではく独裁者

れぱ、いずれも帰国を、あるいは自分の家(庭)、

小説>というジャンルさえあるくらいで、1982年

つまりは安全な場所ヘの帰還を前提にしている。

にノーベル文学賞を受賞したガルシア=マルケス

だが、その前提がくずれている場合は?ぞれが

はそのジャンルの代表作ともなった防矣長の秋』
ぽくには、伝えたい

0

がある

0
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の旅は尽きることのない旅である。弱い葦かもし

与え続けた。私達は自分の心を閉ざしてはならな

れないが、反省し考えることができる強さがある。

いし、また他者の心を閉ざさせてはならない。心

自信をもって旅に出よう。

2001.?

0

0

摂南大学図書館報NO.66

(3)

という長篇小説を書いている。私生児として生ま

う存在を生み出すようなキューバという国の体質、

れた主人公は軍隊に入り、裏切りや謀略、ありと

国民性ヘと向ける。アレナスはこうした経緯や亡

ある手段を用いて大統領に上りつめ、わずかな追

命者の抱く所在のなさを自叙伝『夜になるまえに』

従的な取り巻きに囲まれ、自らの後継者になりぞ

で語っている。

うな人物の芽を摘み、意にそわない将軍はオープ

チリのルイス・セプルベダはピノチェトのクー

ンで丸焼きにしてパーティに供するほどの絶大な

デター後、942日投獄されるが、 76年に国際アム

権力を手中にする。ところが、思いのまま国を動

ネスティに救出されて出国。その後も中米での社

かすこの独裁者、官邸に来るのを拒んで一市民と

会主義運動に参加するものの、80年にニカラグァ

してたくましく生きている母親だけには頭があが

を追われ、ドイツのハンブルクに。その亡命地で

らない。独裁者とはいかに孤独な存在なのか。

欧米でも認められるような作家となり、そうした

孤立を強いられる独裁者は保身のために言論の

過去と、南アメリカを歩きまわって見聞したこと

自由を奪う。民意を知らないし、知ろうともしな

を虚実半ぱする形で『パタゴニア・エキスプレス』

い。それでも政権交代は必ず起きる。クーデター

という自伝的要素の濃い作品に仕上げる。セプル

という暴力によってふたたぴ新たな独裁が始まる

ベダはグリーンピースとも関わり、熱帯アメリカ

場合もあれぱ、弾圧をも乗り越えた民衆の運動が

の先住民と自然、反捕鯨といった環境問題をテー

勝利をおさめる場合もある。とはいえ、いずれに

マにした作品だけでなく、ミステリーも書いて幅

しても強権政治に翻弄される人々は国に残って耐

広い読者層の支持を得ているが、いまだ独裁とい

えるか、亡命するか、二者択一を迫られる。そん

うものを正面から見すえた作品は発表していない。

な状況は20世紀後半のラテンアメリカを見ても分

チリは90年に民政移管し、昨年ピノチェトは起訴

かる。1959年の革命で独裁者バティスタを倒した

されさえしているのだが。

ものの、やがて社会・共産主義化し独裁化していっ

アレナスとセプルベダは同じころ独裁政権によっ

たカストロ、73年のクーデターでアジェンデ社会

て同じように迫害されたが、アレナスは故国に帰

主義政権を倒して独裁を行ったピノチェト、ある

れないまま90年に自殺、セプルベダはいまもヨー

いはイギリスとの問で82年にマルピナス(フォー

ロツパにいる。似たような経験を持つ二人とはい

クランド)戦争ぎで起こしたアルゼンチンの軍事

え、その作品世界の開きはあまりにも大きい。そ

政権等々、強権政治の下でいったい何百万の人が

れでもなお、二人には共通するものがある。独裁

他国に移動を余儀なくされたことか。そうしてく

と亡命という暗い世界から作品を救うもの、つま

独裁者小説>に呼応するように<亡命文学>が生

リユーモアが。

て帰るべき故国はあるのだろうか。二人の作家の
場合を見てみよう。

キューバのレイナルド・アレナスは少年時代、
革命軍のシンパだったが、やがて、革命政府のあ
りようを疑問視し、自由に制限が加えられはじめ
ると反カストロの側にまわる。ところが、ホモセ
クシュアルを犯罪とみなす法ができ、一方では、
許可なく海外出版していたために迫害をうけ、結
局、 74年から76年にかけて投獄され、出獄後は日
銭稼ぎの生活を送る。だが、80年、不満分子を追
い出すためにカストロがとった策がアレナスにとっ
ては吉と出て、合州国に脱出。その地で、反カス
トロの闘いを展開するのだが、やがて、その批判
の矛先を単にカストロだけでなく、カストロとい

ミゞミゞミダ紗瀞1ゞ瀞ミゞ¥瀞1ゞミゞ¥ミ,瀞;ゞミ,}ゞ¥ミ,¥瀞瀞¥瀞よゞーゞミ,¥;ゞ¥瀞瀞︾;,¥ミゞ¥ー,浄瀞瀞

まれる。国を離れて亡命者になったとき、はたし

休段中の図書館の利用にっいて夏期ミ
8月
休館日

土、日曜日
1 0 1 9日

開館時間

1 0 : 00 1 6

休館日

日曜日、祝日

開館時間

1 0 : 00 1 6 : 20

20

ただし、 12日 1 4日

1 は9 : 00 16 : 50
となります。
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一興味かきたてる本

昨年9月のことであるが、日本私立大学協会20

闘の旅。著者にはかつて権力を誇示した遺跡より

00年度中国シルクロード研修に参加させていただ

も、路傍で出会った名もなき人たちのまなざしに

いた。新彊ウイグル自治区のウルムチ、トルファ

目が向く。そして、「外国人の自由な往来を許し、

ン、カシュガルを主な訪問先として現地の大学

凶暴ではなく、何事も平和的に処理しようとする

自治区政府教育庁ヘの訪問、遺跡・寺院等を見学

気質の民族が、シルクロードをひらいたのではな

した。区都ウルムチは漢民族の目立つ、発展途上

いかというのが、私の考えである」と言い切る。

の工業都市であったが、トルファン、カシュガル

道中、身体を痛めた旅人が人の生を語る長編紀行

はイスラム文化の趣が強いオアシス都市で、ウイ

エッセイである。
平山美智子『シルクロード夫婦行』は夫である

グル民族の伝統を満喫することができた。
ここはシルクロード関係の本を紹介することで

平山郁夫画伯と同道した旅行記。1968年に始まっ

あるので研修の話は脇に置いて、まず、後に掲げ

た画伯とのシルクロードの旅は今日まで何十回に

る本の前説として新彊ウイグル自治区について少

もわたり、それは、画伯のスケッチのために費や

し触れておこう。面積は160万平方kが、中国全

された。訪れた先々でのエピソードを著者の飾り

体の6分の1を占めるが、天山山脈、タクラマカ

のない淡々とした文章がその情景を佑佛とさせて

ン砂漠を控える苛酷な自然と気候。人口は1,650

くれる。こうした平山画伯のスケッチの積み重ね

万人。およそ13の民族が住む多民族地域。そのう

が、先ほど完成した薬師寺の玄奘Ξ蔵院の「大唐

ちウイグル民族が45%、漢民族が卯%を占めてい

西域壁画」に結実するのである。初めて楼蘭の地

る。近年、漢民族の進出・優位が著しい。そうし

を踏みしめた時のエピソードを綴った「夢に見た

た中で、ウイグル民族主義の台頭、独立運動、テ

楼蘭」の章は実に感動的である。

口行為等政治的問題を抱えている。そして今、石

大高美貴『シルクロードがむしゃら紀行女ひ

とり一万キロ』は列車とバスを乗り継いで中国

開発」の名のもと国家プロジェクトとして工業化

北京からトルコ・イスタンプールまで横断したハ

が急ピッチで進められようとしている。ぞのため、

ラハラドキドキの旅行記である。道中、幸運にも
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かき立ててくれるであろう。いずれも図
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のシルクロードの姿を伝え、その興味を

ン払浚治一︑.一トブてK

さて、ここに紹介する4冊の本は今日

U

貌を変化させるにちがいない。

ヘ︑

新彊ウイグル自治区は今後さらにその容

便︑

交わり、民族の栄枯盛衰の歴史を刻んだ
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の養成に力が注がれている。東西文明が

カ.ル,ー︑ー,︑アフガニスタンイ

中心とした教育改革が実施され、技術者

一︑イ'

油、天然ガス等豊富な地下資源を生かして「西部

教育分野では理工系大学・学部の拡充を
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壮大なタクラマカン砂漠

「人の和」に恵まれる。魅力的な人なのであろう。
ウルムチで著者は「この国の魅力は、私達日本人

ホフ一フに

船戸与一『流砂の塔上・下』は改革解放後の

ひと允ぴは

臥すー

ある。

(図書課枚方分館課長・中川敬Ξ)
14'卸

が忘れてしまった、素朴な生命力だ」と思うので

凝らして覗き込むのである。

シルクロード夫
「

中国の支配構造を扶る冒険活劇推理小説。客家の
秘密結社、ウイグル独立運動、中国公安当局二つ
巴の権謀術数が渦巻く。組織の抗争・内紛の舞台
はウイグルを拠点に横浜、北京、チベットにまで

◎

広がっていく。ーか月足らずの出来事をドキュメ

ンタリータッチで描いた直木賞作寡の会心作。個
人を翻弄する非常な組織、権力機構の暗部を目を
冬各各各侵目倭各侵目目侵目是@母各G目侵@@邑是e是@各各目目@目目各倭侵目各e各倭@
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(本学教員寄贈図書コーナー)
"scholar's shelf"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ま
す。新たに寄贈された本を紹介します(2001.1.25 2001.6.29)
宍戸通庸(著)表現と理解のことぱ学

工学部

ミネルヴァ書房

澤井健二 (編著)水をはぐくむ
伽世紀の水環境

技報堂

宍戸通庸(訳)ウィトゲンシュタイン、心、意味
心の社会的概念に向けて松柏社

国際舌語文化学部
冨尾武弘(編)梵漢音罵例一覧表
安藤哲行(訳)ハパナへの旅
吉田容子(訳)フエミニズムと地理学

松香堂
現代企画室
地人書房

経営情学部
中村宣一郎(著)

エッセンシャル企業会計
中央経済社
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図書館では毎年、利用者の動向を把握するため
に各種の統計を作成し、運営の参考にしていぎす。

『^

三

図書館

口口

ロ^̲ノ

その統計の一部である、学生利用者に関するデー

利用統計
(2000年度)

.ーー

夕を紹介します。利用の少ない学部に、もっと図

書館を利用してもらえれぱと思い、また利用の多
い学部には今以上に利用してもらえるよう、魅力
ある図書館つくりを目指していきす。

禾用者状況総括データ
総括表

であるといえます。しかし分館では、開館日数の

()の数字は前年度比

漕本館枚方分館

項目

開館日数

261

272

(△5)

(△7)

き十

減少にもかわらず、順調な増加傾向がみられます。

2.所属月貸出状況
本館では、2000年度は大学院、経情を除いて全
て減少しています。増えた大学院は昨年度減少し

入館者数"'

過ぎたことによる増加であり、経情はもともとー

貸出者数 16β79

番利用の少ない学部での、増減なしの結果で喜ベ

4,41 6

20,795

(学生)(△2,203)(280)(△1,923)
貸出冊数 32,485

フ,644

40,129

(学生)(△4,374)(533)(△3,841)
(注)本館入館者数には閲覧室(3階)は含きれていません

0

るものではありません。

毎年増減を繰り返していた工学部も2年連続の
ダウンとなりました。一方、増加傾向にある分館
では、2000年度も全体で約6%の増加をしていま

開館日数は前年度比本館で5日減、分館7日減

す。

となっています。これは新図書館システムへの切

月別・曜日男貸出冊效

り替えによるものです。本館ではこれに伴ない入
館者数をはじめ、貸出者数・貸出冊数とも大きく

本館は昨年同様に定期試験期の7月、 1 月の利

減少しています。このことは単に開館日数の減少

用が多く、分館では試験期より、 6月、 10月によ

だけではなく、毎年の減少傾向が止まらない状態

月別貸出冊数
5,^

学部別貸出冊数

3,349 3.320 3.402

3^

15.733

2.926

3.^

1'^

0

3 967

3.887

4^

1.^
16^

4.509

.^

囲

冊 2.鄭 2.278

12183
陀^

2.034

梯1薬

10^

冊
8,^

6.002 5.864 5.933 6.069

1.28

経

730

法学

^

618

622

615

2 18

387 432450

0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月
院

国際

942

925

9

工学

1.455

550

2

0

1.^
1^

.助冒*

2^

学

rir

'^

2,^

フ?U

フ.卯4

6^

99年度
囲00年度

曜日別貸出冊数
き^

70卯

6 862
6 354

学部別1人当り貸出冊数の推移

5 954

60卯

6027
5.718

5^

21 0
20

冊

口本館

18.2

"升 4.^
囲98年度
.98年度
098年度

15

3

4

5

3.^

2,0卯

フ.1

52 45

1 491
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1
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学
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囲分館

薬学学部平均大学院全体平均

1 199

1 091

687
1 249
847

1.199

1卯0

45 6

0

月

水

木

金

土

日
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く利用されています。

(フ)

にもかかわらず、専門領域の医学

曜日別は本館分館とも、昨年とほぽ同じで月曜

薬学分野の割

合が低くなっています。

と金曜の利用が多くなっています。

冊数別貸出者数
4.分頃別貸出冊数

図書を借りたことのある人の割合は前年を下回

本館では経済・言語の分野が前年度より高い比

りましたが、回数では全体的に増加しているよう

率となっており、分館では生物・芸術の分野が高

です。これは、一度図書館を利用した人は再ぴ利

くなっています。分類別貸出冊数の変動は課題の

用する傾向が強いということがいえ、図書館とし

頻度やテーマの影響が大きいと考えられます。

ては、より多くの人に、図書館の利用価値をアピー

方、分館では、全体的な貸出冊数は増加している

ルする必要があると考えています。

本館

総記
0'篤

分館
哲学
1 3、

文学

芸術
言語

50郭

社会剥学
3 5寓

哲学

4 5X

3 3%

総記

66弊

産業

歴史
? 4与

12 0%

1 7%

工学その他

歴史

3 4%

6偶

」'、

1 4%

芸術
8 4、

電気・電子・情
8 0%

法律
9 6%

産案
03%
工学
2 7、

械

生物
1き4、

然専学その他
5 6、

軽済

2 7%

函学・嘉学

8 6郭

建築

社会科学

5 5%

その他

301真

10 5%

土木・建設
5 1郭

自然科学
5 7%
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左

経営情報学部・川崎紀男君の詩集が出版
経営情報学部4年に在籍する川崎紀男君の詩集
いうペンネームで書かれた詩集のタイトルは「左
の小指」。

,1 '
︑ン合

が、このたぴ文芸社から出版された。「のり」と

のリ

街角の詩人

川崎君は、昨年の9月から、天王寺や京橋の路
文芸社

上で詩を書き、道行く人にプレゼントを始めた。
きっかけは「詩を通じた人とのコミュニケーショ

エネルギーも、優しさも、弱さも、悩みも、自由

ン」ということだったが、次第に多くの人が、彼

な言葉となってあふれている。

の詩を求めるようになったという。このうわさが

人生は「旅路」にたとえられる。彼もまた旅人

うわさを呼ぴ、この6月、 1冊の詩集として出版

なのだろう。何も国境を越えて移動することぱか

されたもの。

りが旅ではない。彼は、私たちが普段通りすぎる

"まえがき"で彼は書いている。
僕の詩に絵はありません。

だけの町並みから、多くの出会いを見つけ出し、
自らの旅路の糧としている。

僕の詩を読んで、あなた自身に

そんな彼の言葉を学生諸君に捧げたい。

心で描いてほしいから。

そうかっ

ページをひも解くと、そこには何にもとらわれ

僕でなきゃ

ない自由な"言葉"があふれている。若さゆえの

のり
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まり、インターネットを通じて、世界中を「旅」

盾報化時代の旅

することが出来るわけです。

人類の進歩は、「旅」とともにあったといって

知ってします力

も過言ではありません。知識、技術、哲学などと
いった文明や文化は、人が旅することによって伝
播され、互いに切磋琢磨することによって、進歩

民近、図書館の利用でCD・ROMとかオンライ

してきました。欠を起こす知識、その欠によって

ンデータベースといった電子媒体のものがよく利

士器を作る技術一・、石器から青銅器、鉄に至るま

用されるようになりました。

で、人が山河を越え旅することによって、世界中

一昨年度から、国際言語・経営情報・法学部の

に広まってきたのです。人類が、本という情報ツー

2 3年次生を対殊とした、図書館における情報

ルを生み出してからは、その伝播は一層加速度を

検索演習が実施されたこともあり、実際使ってみ

増しぎした。

て、紙媒体に比ベ、簡単に自分の求めているもの

文明の進歩に限ったことではありません。個人

を見つけられ、便利だということがわかったから

の成長についても「旅」は大きな意味合いを持っ

だと思います。

ています。色々な地域を旅し、さまざまな国で記

よく利用されているCD・ROMは日本経済新聞

された本を読むことが、幅広い視野を生み、より

朝日新聞・法令判例集等ですが、図書館員として

多様な価値観を身につけることが出来るのです。

は、工学部の卒業研究生・院生にも、科学技術文

学生諸君には、今だから出来る「旅」をしてもら

献速報等のCD・ROMをもっと利用してもらいた

いたいものです。

いと思っており、後期より工学部でも一部の学科

もちろん、旅をしさえすれぱ、幅広い人格が陶

で、情報検索演習を行う予定です。

冶されるというものではありません。知識を得て

また、オンラインデータベースは図書館が固定

も、それを応用する知恵を持たなけれぱ意味をな

料金契約をしている、雑誌記事索引が最もよく利

さないのです。

用されています。雑誌記事索引は、国立国会図書

成長の過程で直面するさまざまな問題は、正解

館が収集する学術誌・大学紀要・専門誌などを対

が必ず用意された試験問題のようなものではあり

象とするデータベースで、自分の求める論文が何

ません。自分が得た知識や経験が、全ての問題を

に載っているかを調ベるものです。そして、その

解決するわけではないのです。旅で得たものを自

資料が何処の大学図書館に所蔵されているかは、

らの成長に生かすには、"The time is be廿er

国立情報学研究所が提供している、 NACSIS

Spent in searchin9 than in finding"「見つけ
ること」よりも「探すこと」に時問を費やす姿勢

Vvebcatという全国の大学図書館等が所蔵する図

が大切なのかもしれません。

捜すことができます(全ての資料が、どこかの大

書・雑誌を検索できるデータベースを利用すると、

さて、昨今の高度情報化時代においては、文字

学図書館に所蔵されているとは限りません)。

にとどまらず、画像や音声までもが、電子情報の

利用したいが使い方がわからないという利用者

形となって、大気圏内に溢れる時代となりました。

は、時周に余裕をもって、 9時から16時30分ぎで

人問や図書が物理的に移動しなくても、通信回線

に邱皆カウンターまで来てください。インターネッ

とコンピュータを介して、世界中の知識や技術、

ト情報の旅ヘとみなさんをご案内します。

哲学を交換し合うことが可能になったのです。つ
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