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摂南大学が開校したのは１９７５年ですから摂

館の蔵書検索が可能となりました｡ また､ 電子ジャー

南大学図書館も開館以来今年で３０年目になりま

ナルやデータベースを検索して､ 居ながらにして

す｡ その節目の年に､ 前図書館長

論文そのものも手元に入手可能となるなど､ 図書

今井弘之先生

の後を承けて私が館長を努めさせて頂くことにな
りました｡ 初代館長の布目潮

先生をはじめとし

館の利便性は飛躍的に高くなっています｡
しかし､ 大学図書館の基本的役割は学生諸君の

て､ 幅広い教養と深い見識に加え豊かな経験を兼

勉学を効果的に支援し､ 教員の研究が効率よく進

ね備えられた歴代の名館長のご尽力により､ 図書

められる環境を提供することに変わりはありませ

館は着実に発展してまいりました｡

ん｡ また､ 学生諸君に落ち着いて勉学に打ち込む

１９９４年６月､ この図書館報 ｢学而｣ の中で
４代目館長

田中吉之助先生は､

大学図書館の

緊急課題として ｢大学図書館の学内及び学外との

ことができる静かでゆとりのある空間を提供する
ことも大学図書館の重要な役割です｡
幸いにして､ 歴代館長の悲願であった独立した

連携協力｣､ ｢ネットワークと電子化情報の活用｣､

図書館の建設がいよいよこの秋から始まり､

｢新しいニーズへの対応｣ の３点を挙げ､ 進歩す

２００６年４月には装いも新たに新図書館が開館

る情報技術への配慮を怠ることなく､ 新しい大学

する予定です｡

ないしは社会環境に対応することが必要である

最後に図書館利用者の ｢新しいニーズへの対応｣

と述べておられます｡ 以来､ １０年間の急速な

を促進すると言う観点からは､ 利用しやすくニー

ＩＴ技術の発展に伴い､ 学園内はもとより学外の

ズに迅速に応えられる図書館を目指して､ 学生諸

関連機関との連携はインターネットを通して密と

君並びに教職員の方々のご要望に真摯に耳を傾け､

なり､ 摂南大学の図書館にも大学図書館として必

そのご要望に応えられるよう努めることが肝要と

要な機能が整備され､ 図書館利用は今や計算機な

考えております｡ はなはだ浅学で未熟な私ではあ

しでは考えられない時代となりました｡

りますが､ 図書館職員の皆様のご協力と関係各位

図書館の利用は先ずホーム頁を見ることから始

のお力添えを頂きながら図書館の充実に努めさせ

まり､ ＯＰＡＣ(Online Public Access Catalog)

て頂きたいと考えております｡ どうぞ暖かいご支

を利用して学内の図書はもとより日本全国の図書

援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます｡
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経営情報学部 教授
目を開けば多くのものが見える｡ 耳にはさまざ

ふく

だ

福

田

いち

ろう

市 朗

だろう｡

まな音が聞こえてくる｡ けれども､ それらが何で

ところで､ 石川淳は自分でも夷斎と号し俳諧を

あるか知るためには､ 自分の心にしっかり受け止

楽しんでいた人物である｡ 特に､ 連歌を楽しんで

めて､ その内容を

必要がある｡ 読むとい

いた｡ もし今生きていたら､ きっとメールで連歌

う行為は､ 本当の姿を理解しようとする私たちの

を楽しんでいたに違いない｡ チャットメールが自

積極的な行為であり､ 読書はその行為に磨きをか

分だけの世界を伝えるのではなく､ 互いの世界を

ける｡

つなぎ合わせるものだとすれば､ チャットメール

読む

学生のころ､ 私は石川淳が好きだった｡ 老人趣

愛好者は､ 私たちの感性にぴったりの連歌の世界

味であったのだろうか｡ しかし､ 軽妙洒脱でリズ

を知るとよい｡ しかし､ 連歌には､ 一つの作品を

ミカルな文体は音読に適しており､ しばらく読ん

完成させるために幾つかのルールが存在している｡

でいくと､ その調子が自分のものになったような

それを忘れないように｡

錯覚を感じた｡
ここに紹介する作品は､ 彼の

至福千年

であ

る｡
１５世紀､ 日本に伝わってきた ｢キリスト教｣
はその後の鎖国政策の中で､ 長く地下に潜ること
になるが､ 幕末にどこからともなく湧きあがって
くる｡
遠藤周作の作品とは違って隠れキリシタンの沈
痛な重さはなく､ しゃれっ気の中にしたたかに生
きた人々として描かれている｡ それは､ 誰も描か
なかった幕末のもう一つの日本人の姿であったの

石川


法学部 教授
夏休みに一冊ということですが､ 最近読んだ本
の中から印象に残ったものをいくつかあげます｡
まず､ 専門分野から ｢刑事裁判を見る目｣ 渡部

淳全集

 
かわ

かみ

もと

河

上

元 康

保夫著

やす

岩波現代文庫｡ 透徹した目で具体的事例

に基づいて事実認定を一般の人にもわかりやすく
語る｡

摂南大学図書館報 No.77

2004.７

｢バカの壁｣ ｢死の壁｣ 新潮新書､ ｢まともな人｣

(3)

う事実にあると思います｡ しかし､ そのやり場の

中公新書｡ 以上いずれも養老孟司著｡ 重い問題を､

ない悲しみが逆に､ 生きている人々に対して今の

ユーモア､ アイロニーを取り混ぜて快刀乱麻に断

今を頑張って生きなければとの勇気を与えてくれ

ち切る｡ そして､ 全編を流れるものは著者の深い

るのかも知れません｡

学識に裏打ちされた人間愛であることに気づく｡

現在､ ｢純愛もの｣ といささかの揶揄をこめて

｢世界の中心で､ 愛をさけぶ｣ は､ 新幹線の中

いわれています｡ しかし､ 自己犠牲に徹するとも

で読みました｡ たしかに泣かされますね｡ 愛する

いうべき純愛に対するあこがれは､ 現代の若者に

美しい女子高生が､ 突然病魔におかされ治療のか

ももちろんあると思います｡

いなく死んでしまうというストーリーです｡ この

まあ､ 理屈はともかく､ 読んでみてください｡

物語が切なく悲しいのは､ なんといっても１人の

心の琴線に触れるものがあったら､ それでリフレッ

将来ある若者が人生志半ばで死んでしまったとい

シュして明日の夢と現実に向かってください｡

６F

普通図書室

PENGUIN READERS

洋書入門に最適な本です｡
レベル別になっていて､
内容も映画や音楽､ 童話､
スポーツ分野､ 小説など
様々なジャンルがあり
ページ数も少なく､ 最後
まで興味深く読めます｡

おすすめ資料
LEVEL 1〜５
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MINERVA 人文・社会科学叢書85

ミネルヴァ書房
おお

国際言語文化学部

助教授

グロティウスは､ 十七・八世紀のヨーロッパで

太

た



2003年10月刊
よし

き

田 義 器

このような問いです｡ グロティウスがこれらの

もっとも有名だった思想家です｡ 今では､ ホッブ

問いに対してどのように答えたのかについては､

ズの方が有名かもしれませんが､ 当時はグロティ

本書を読んでいただくことにして､ ここではもう

ウスの方が圧倒的に多くの尊敬と賞賛を受けてい

少し国際政治思想ということについて紹介させて

たのです｡ わたしは今後､ そのような名誉がふた

もらいます｡

たびグロティウスに戻されると思います｡

人は一人で生きていません｡ このことを古来､

もう一つ自慢話をしましょう｡ 実は日本語でも

人は次のように説明してきました｡ 人びとが集まっ

ともと書かれた本のうち ｢国際政治思想｣ という

て家をつくり､ 家々が集まって村ができ､ 村々が

タイトルをもつ本は､ まだこの一冊しかありませ

集まって国ができ､ 国々が集まって世界ができる､

ん｡ (元が英語の本ならば､ ｢現実主義の国際政治

そしてこのうち ｢政治｣ がかかわるのは､ 主に国

思想｣ という本がありますが､ わたしはこの本の

のレベルであると理解してきたのです｡ ですから

訳者でもあります｡)

｢政治思想｣ と言えば､ 国のレベルでの議論をす

二つも自慢があるからには､ 本書は確実に立派

るものだとの常識ができあがっていました｡

な本であると言えます｡ 実際､ 本書は､ その内容

今､ コミュニケーション技術の発達によって世

からしても､ 立派なものなのです｡ それはもちろ

界が小さくなり､ その結果､ 政治がもっぱら国レ

ん､ 著者であるわたしの功績などではなく､ 本書

ベルで終始する時代は過ぎ去りました｡ その一方

の対象のおかげです｡

でまだ世界が一つにまとまっているわけでもあり

本書で対象としたのは､ グロティウスの国際政

ません｡ ここに ｢政治｣ に加えて､ そして ｢世界

う えん

治思想です｡ このように言うと､ 何か迂遠な問題

政治｣ ではなく､ ｢国際政治｣ が注目される理由

をあつかっているように思われるかもしれません

があります｡

が､ そうではありません｡ とても日常的な問題で

そして国際政治が重要であるならば､ そのこと

す｡ というのは､ グロティウスが向き合った問い

について人びとがどのような考えをもっているの

が､ 次のようなものだったからです｡

か､ またどのように考えるべきなのか､ というこ

すなわち､ どのようにすれば考え方や趣味の違
う人と殴り合いをせずに一緒にやっていけるのか｡

とを研究する ｢国際政治思想｣ 論もまた重要であ
るということになるとわたしは考えます｡

損得以外に大切な価値はないのか｡ どこまでなら

こうしてわたしは政治学者にすぎませんが､ 国

ばわがままに振る舞うことは許されるのか｡ 争い

際政治思想ということを少しだけ論じてみている

は避けられないのか｡ 戦争は許されるのか｡ どの

のです｡ その先には､ きっと ｢平和｣ が待ってい

ようにしたら平和は到来するのか｡

ると信じて｡

2004.７
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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ます｡
それらの統計の一部である､ 本学の学生利用者に関するデータを紹介します｡

１. 利用者状況総括データ

利用状況総括データ
(

開館日数は前年度比本館で４日､ 分館で２日増

項目

館

館

枚方分館

275

282

(＋4)

(＋2)

174,199

156,479

330,678

(＋7,659)

(−1,027)

(＋6,632)

貸出者数

13,481

3,228

16,709

(学生)

(−67)

(−334)

(−401)

貸出冊数

26,639

5,373

32,012

(学生)

(−53)

(−771)

(−724)

加となっています｡ これは､ 暦によるもので特別
な開館ではありません｡

開館日数

入館者数は､ ここ数年減少傾向をたどっていま
したが､ 2003年度は本館で､ 増加しました｡
貸出者数および貸出冊数はここ２年間10％以上
減少していましたが､ 2003年度は１％となり減少
幅が少なくなりました｡

入館者数

本

) の数字は前年度比

計
−

(注) 本館入館者数には閲覧室(３階)は含まれていません｡

過去５年間所属別貸出冊数

２. 過去５年間所属別貸出冊数
2003年度も全体として貸出冊数は減少していま
す｡ しかし､ 学生数が昨年度と比べ11％近く減少
したことを考えると３％の減少となっており､ 少
しは回復したように思えます｡
法学部は2002年度に引き続き貸出冊数が増加し
ました｡
工学部は減少していますが､ 減少率は昨年に比
べ緩やかになってきています｡
薬学部では､ 2000年度をピークに少しずつ貸出
冊数が減少しています｡
大学院の貸出冊数は大幅に増加し､ ピーク時の
2000年度に近づきました｡
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３. 過去５年間学部別１人当たりの貸出冊数
2003年度は薬学部をのぞいて､ 貸出冊数が増加
しました｡ 特に過去５年間減少が続いた工学部も
3.8冊から4.1冊に増加しました｡
学部平均は､ 4.1冊から4.4冊に増えています｡

過去５年間学部別平均貸出冊数

大学院は､ 17冊から19冊に増加しました｡
2003年度は､ 希望図書購入制度の利用者が多く
前年度の２倍となっている｡ 参考図書の一夜貸し
の増加など､ いくつかの要因が考えられると思わ
れます｡
ここ２・３年インターネット利用のデータベー
ス検索は増加を続け､ 2003年度は前年の３倍近い
伸びとなりました｡ インターネットは最新の情報
を探すには便利ですが､ 断片的なものになってし
まうことがあります｡
過去から現在につながる多くの情報を色々な形
態で収集し､ 蓄積し､ いつでも探し出せるよう整
理し情報サービスを行うのが図書館です｡
課題や研究テーマに必要な情報収集のために図
書館を活用してください｡

６F

普通図書室

新着資料

就職コーナー
公務員試験・業界関係の本が入っています｡

新着図書
ベストセラー･話題の本・ハリーポッター
英語版

(UK) など入っています｡
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２００４年４月から卒業生の皆さんに摂大図書館をもっと有効に利用してもらえるようサービス内容を
見直し､ 貸出も可能になりました｡
利用登録手続を行い ｢利用登録証｣ の交付をうけると摂大の枚方分館や大阪工業大学でも利用が可能で
す｡ また､ 利用期限もありません｡
６月現在､ 約１０名の利用登録があり土曜日や平日の夕方などによく利用されています｡
卒業後､ 資格を取るための勉強や仕事で必要な情報､ 資料などを探す時に利用してください｡
もちろん､ 趣味や生涯学習の場としての利用も歓迎です｡
卒業する時に手続きすると便利ですね｡

市民の方にも開放
寝屋川市民・枚方市民を対象に図書館を開放しています｡ 学習・研究のための利用で２０歳以上の市民
の方が対象です｡
登録にあたっては､ 登録料1,000円が必要です｡ ｢利用登録証｣ は､ 1年更新で更新料は無料です｡ 貸出
も可能です｡
どちらも詳しいサービス内容や手続については､ 各カウンターに案内があります｡
また､ ホームページ (http://www.setsunan.ac.jp/) にものせています｡

４F

視聴覚室

冬のソナタ

新着・おすすめDVD

三 国 志

新着DVD
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休日開館のお知らせ
本
開館日

開館場所

開館時間

館

夏期休暇中およびその前後の特別貸出

枚方分館

7月11日 (日)
7月18日 (日)
7月19日 (月・祝)
６Ｆ普通図書室
５Ｆ参考図書室

2004.７

院生貸出

図書室
閲覧室
学術雑誌室

10：30〜16：50

対象貸出

卒研貸出

学部生貸出

受付期間
７月12日
(月)
｜
８月24日
(火)
７月12日
(月)
｜
９月10日
(金)

貸出冊数

返却期限

40冊以内

20冊以内

9月24日
(金)

20冊以内

※ただし､ 枚方分館閲覧室は10:30〜22:00

夏期休暇中図書館開館日程

編集後記
情報化社会とは､ 情報を発信し加工することが産業の基幹となる社会です｡ そのために必要と
なるものは言葉の力ではないでしょうか｡ 言葉の力を身につけるためには､ 読書が不可欠です｡
学生時代の今こそ生きることと働くことの基礎になる読む力をつけましょう｡ 夏休みは､ 読書の
絶好の機会です｡
(Ｙ. Ｋ)
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