
人は毎日いろいろな人や事物から影響を受けな
がら生きていますが､ どんな本と出会うかという
ことも､ 人の一生に大きな影響を与えるにちがい
ありません｡
人類がこれまでに経験したことは膨大であり､
そのすべてを一個人が体験することは不可能です｡
書物を読むと､ 自分の経験や知識がどんなに卑小
であるか､ いやというほどよく分かります｡ 読書
は疑似的とはいえ､ 個人の経験を豊かにし､ 広い
世界へ連れて行ってくれます｡ 一晩でまったく知
らなかった世界を知ることもあり得ます｡
たった一冊の文庫本で摂南大学の学生Ａさんに何
が起こったかお話ししましょう｡
Ａさんは ｢英語で書かれた物語の研究｣ をテー
マとして卒業研究レポートを書きました｡ 物語の
中でも､ 女子学生に人気があるのはおとぎ話や童
話です｡ ｢白雪姫｣､ ｢シンデレラ｣ など､ 子供の
ときから絵本やアニメで誰でも知っている物語で
す｡ 最近はディズニーランドへ遊びに行く人も多
いようです｡ いろいろなグッズに触れて､ 夢のよ
うな ｢プリンセス｣ にますます憧れを抱くのだそ
うです｡
彼女はどんなつもりでその研究をしようと思っ
たのでしょうか｡ 可愛いグッズはなぜ可愛いか､
なぜよく売れるのかを調べてみようというのが最
初の動機でした｡ そこで､ インターネットを利用
してグッズの売れ行きなど熱心に調べます｡

そのうち､ あまり面白い結果が得られなくなり､
次第に行き詰まります｡
やがて彼女は一冊の本を手に入れました｡ 若桑
みどり著 『お姫様とジェンダー』 (ちくま新書415)
でした｡ この本との出会いで､ 女性としてのＡさ
んの生き方は､ すっかり変わりました｡ それまで
の彼女は､ 将来はお嫁さんになって幸せに暮らす
のが目標でした (少なくとも私は何回かそのよう
に聞きました｡) ところが最近は､ ｢何が何でも就
職し､ 自立する｡ 結婚しても仕事を続ける｣ ときっ
ぱり言い切っています｡
そして実際､ 就職の内定も勝ち取りました｡
おとぎ話の歴史､ その社会的な意味を考えると､
女性としてプリンセス物語を喜んでばかりいられ
ない｡ 彼女がそれまで夢想だにしなかった世界が
その本の中には紹介されていたのでした｡ そして
すばらしいのは､ その一冊がきっかけとなり､ ま
るでネットワークのように､ つぎつぎと良い本が
手に入り､ その新しい世界へ彼女を連れて行って
くれたことです｡
これはＡさんだけに起こったことではありませ
ん｡ 摂南大学の多くの学生諸君が､ これと同じよ
うに図書館の本をとおしてまったく新しい世界を
体験しているのです｡
さらに多くの諸君が､ 同じように図書館から幸
せを掴まれるよう祈っています｡

(国際言語文化学部長)
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国際言語文化学部 助教授

この書に 『インドネシア古代史の謎』 というタ

イトルを用いたが､ これはイスラム時代に続くほ

ぼ300年間のオランダの支配のなかで､ 古代ヒン

ドゥー・仏教時代は長く忘却のかなたに押しやら

れていたこととも関係があることである｡ オラン

ダのインドネシア研究は有名だが､ それも20世紀

に入る前後にようやく開始されたことであった｡

したがって､ 数百年にわたり古代の遺跡は放置さ

れ､ また､ 破壊されたものも少なくないものであっ

た｡ 私は30年以上も前の２年間の留学中､ 古代遺

跡はよくたずね歩いたものであったが､ 多くは歴

史的位置づけもはっきりしない､ ｢謎｣ に満ちた

ものであった｡

また､ ｢幻のガルー王国｣ というサブタイトル

をつけたが､ これは筆者が到達した古代史研究の

一つの成果を示すものであり､ 本学の学術雑誌に

掲載した論文のタイトルでもある｡ この研究成果

をきっかけに､ インドネシア民族が忘れ去ってい

たこの国の歴史を形成してきた民族的ダイナミズ

ムを掘り起こす契機となったものであった｡ 長い

植民地支配を経験した後の新興国の通例として､

その民族性は通常､ 怠け者､ 約束を守らない､ 嘘

ばかりつく､ 統一性がない等の評価を受けること

が多い｡ しかし､ これらの評価は植民地支配政策

の一つの柱となっていた愚民化政策､ 分割統治政

策の結果であることに留意する人は少ない｡ まさ

に､ 批判することはやさしいが､ その原因を解明

することは困難なのである｡

そういう意味で､ 本書でも指摘したように､ こ

の民族の本来の活力､ ダイナミズムというものは

古代史のなかにのみあるのであると､ あえて強調

したいものである｡

本書の内容・構成については､ 一言でいえば､

インドネシア古代史を現代に至るまで東西交通の

重要なチャンネルであり続けるマラッカ海峡の活

用の歴史的展開を基盤として､ この海峡に大きな

利害関係を有するジャワ王国の歴史､ すなわち､

ジャワ・スマトラ関係史を軸としている｡ したがっ

て､ 第一章では､ マラッカ海峡の本格的活用に至

る歴史的展開を述べてみた｡ 第二章は､ この海峡

を統一的に支配するに至った海洋帝国スリィウィ

ジャヤ王国に関するものである｡ 小王国分立時代

から脱却した巨大王朝出現の意義が述べられてい

る｡ この王国は海峡の一元的支配という巨大政治

勢力を形成しただけでなく､ 文化面でも唐僧義浄

が当地に長期間滞在して仏典翻訳や著作に専念し

たことで証明されるように､ 高度な文化水準を維

持していたことを強調した｡

第三章は､ ｢幻のガルー王国｣ を主題とするも

のである｡ ジャワの古王国を歴史の闇のなかから

掘り起こすとともに､ ジャワ古代史の再構築を試

みたものである｡ 第四章は､ ジャワ・スマトラ戦

争等を経由して､ このジャワ古王朝が元寇によっ

て滅亡するまでの歴史を述べたものである｡

私達日本にとっても極めて重要な巨大国家であ

るインドネシア認識の一助に本書を役立てて頂き

たい｡

本学教員寄贈著書コーナー“Scholar's Shelf”

にあります｡

�������� ����������������������������
インドネシア文化観光センター 2004年９月刊
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｢貸出図書ランキング｣ です｡ 分野別 (本館・分館)､ コーナー別 (本館) の貸出図書を対象と

しています｡

【分野別貸出図書ベスト１】

本 館

《情報科学》
30時間でマスターWord&Excel2000／
宮詰 正幸 ほか 著 実教出版

(007.661) １４回

《アジア史, 東洋史》
三国志：英雄の名言１００／川口 素生 著
Ｋ.Ｋ.ベストセラーズ (222.043K) ６回

《社会科学》
バカの壁／養老 孟司 著
新潮社 (304Y) １１回

《政 治》
文明の衝突／サミュエル・ハンチントン著
鈴木 主税訳 集英社 (319H) ７回

《法 律》
口語民事訴訟法／染野 義信, 木川 統一郎,
中村 英郎 共著 自由国民社

(327.2K) １０回

《経 済》
日商簿記工簿2級：一発合格！独学2週間
完成！／五十嵐 明彦 著
オーエス出版 (336.91 I) ９回

《社 会》
まずは子供を抱きしめて：親子を虐待から救う
ネットワークの力／加藤 曜子 著
朝日新聞社 (367.6K) ８回

《数 学》
大学で学ぶやさしい微分積分／
水田 義弘 著 サイエンス社

(413.3M) ８回

《地球科学・地学》
よくわかる地球温暖化問題／気候ネットワーク
編 中央法規出版 (451.85K) ９回

《技術・工学》
図解わかる特許・実用新案／発明学会 監修
新星出版社 (507.23Z) ９回

《建設工学・土木工学》
都市とウォーターフロント：沿岸域の管理・計
画／都市環境研究会 都市文化社

(519.8T) ５回

《建築学》
建築構造力学入門／藤本 盛久 [他] 著
実教出版 (524.1K) １１回

《機械工学》
模型スターリングエンジン／浜口 和洋 [他]
山海堂 (533M) ８回

《電気工学》
電気材料／鳳 誠三郎 [他] 電気学会通信教育
会著 電気学会 (541.6D) １３回

《家政学・生活科学》
英語で楽しむ日本の家庭料理／浦上 裕子 著
講談社インターナショナル

(596U) １１回

《言 語》
翻訳しよう!! 翻訳実務の道しるべ／荒井 邦
彦 トランスワード (801.7A) １０回
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《英 語》
英文記事を使った英語リーディングの技術／
浜田 京三 著 ベレ出版

(837.5H) １４回

《日本文学》
世界の中心で､ 愛をさけぶ／片山 恭一 著
小学館 (913.6K) １８回

《英米文学》
黄昏のハンター／ダレン・シャン 著
橋本 恵 訳 小学館 (933.7S) １６回

《フランス文学》
アーサーとミニモイたち／
リュック・ベッソン 著 松本 百合子 訳
角川書店 (953.7B) ７回

《ロシア・ソヴィエト文学》
罪と罰／Dostoyevsky・Fyodor 著
小沼 文彦 訳 筑摩書房

(988D) ９回

分 館

《化 学》
大学院をめざす現代有機化学／
坂本 正徳 著 廣川書店

(437S) ９回

《生物科学・一般生物学》
より高感度・定量的な検出解析のための電気泳
動最新プロトコール：汎用操作からゲノミクス
とプロテオミクスまで対応！／菅野 純夫､ 平
野 久 監修 羊土社 (464.07Y) １０回

《医 学》
基礎薬学／日本医薬アカデミー編
日本医薬アカデミー (499.079S) １８回

《日本文学》
世界の中心で､ 愛をさけぶ／片山 恭一 著
小学館 (913.6K) １９回

《英米文学》
ハリー・ポッターと炎のゴブレット
／Ｊ.Ｋ.ローリング 著 松岡 佑子訳
静山社 (933.7R) １６回

【コーナー別人気図書】

１. 世界の中心で､ 愛をさけぶ／

片山 恭一 著

小学館 (913.6K) １８回

２. ハリー･ポッターと炎のゴブレット

Ｊ.Ｋ.ローリング 著 松岡 佑子 訳

静山社 (933.7R) １６回

２. 黄昏のハンター

ダレン・シャン 作 橋本 恵 訳

小学館 (933.7S) １６回

２. 奇怪なサーカス

ダレン・シャン 作 橋本 恵 訳

小学館 (933.7S) １６回

３. 池袋ウエストゲートパーク

石田 衣良 著

文藝春秋 (913.6 I) １５回

４. ドリームバスター

宮部 みゆき 著

徳間書店 (913.6M)１４回

４. 骨音

石田 衣良 著

文藝春秋 (913.6 I) １４回

４. Goth(ゴス)：リストカット事件

乙 一 著

角川書店 (913.6O) １４回

４. 半落ち

横山 秀夫 著

講談社 (913.6Y) １４回

４. 模倣犯

宮部 みゆき 著

小学館 (913.6M)１４回

【ベストセラーコーナー】
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４. フライ, ダディ, フライ

金城 一紀 著

講談社 (913.6K) １３回

１. ニュートン／島尾 永康 著

岩波新書 ７回

【新書コーナー】

１.“It(それ)”と呼ばれた子

デイブ・ペルザー 著 田栗 美奈子 訳

ヴィレッジブックス

幼年期 １０回

完結編 １０回

少年期 ９回

２. 十二国記／小野 不由美 著

講談社文庫

月の影影の海 上 ８回

下 ８回

風の万里黎明の空 上 ８回

下 ８回

２. 黄泉がえり／梶尾 真治 著

新潮文庫 ８回

２. 屍鬼／小野 不由美 著

新潮文庫 ８回

２. 竜馬がゆく／司馬 遼太郎 著

文春文庫 ８回

【文庫本コーナー】

１. 中３数学で就職・公務員試験の数学はい

ただきだ！／間地 秀三 著

明日香出版社

１３回

２. SPIの参考書：厳選24項目で即解!!

学習研究社

１２回

２. 就職面接必勝ガイド：内定獲得！：完全

突破116のポイント徹底紹介／

福澤 恵子 著

成美堂出版

１２回

３. これだけ覚える一般常識：就職試験／

成美堂出版編集部編

成美堂出版

１１回

３. SPI・一般常識・論作文・面接／

早稲田教育出版編集部編

早稲田教育出版

１１回

【就職図書コーナー】

１. 日本文化を英語で紹介する事典／

杉浦 洋一｜Gillespie

ナツメ社 １４回

【日本語・日本事情コーナー】
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図書館４Ｆ視聴覚室で今年度４月から１１月まで視聴されたＤＶＤの人気ランキングです｡

����������������������������
１. キル・ビル １３４回

２. パイレーツ･オブ･カリビアン １２６回

３. マトリックスレボリュ－ションズ １２０回

４. 座頭市 １１３回

４. ロード･オブ･ザ･リング二つの塔 １１３回

６. ターミネーター３ １１２回

７. ８マイル １１０回

８. ２４ vol.1 １０２回

９. 猟奇的な彼女 ９４回

10. 木更津キャッツアイ ９３回

11. ハルク ８９回

12. ＨＥＲＯ～英雄～ ８４回

13. 凶気の桜 ７４回

14. 黄泉がえり ７０回

15. リーグ･オブ･レジェンド ６９回

16. 冬のソナタ ６３回

16. ＧＯ ６３回

18. バイオハザード ６０回

19. ピンポン ５８回

20. 踊る大捜査線THE MOVIE ５３回

１. 地雷を踏んだらサヨウナラ

五十嵐 匠 (監督)

８回

１. スタンド・バイ・ミー

Reiner, Rob (監督)

８回

２. ヒート

Mann, Michael (監督・脚本)

７回

３. The Matrix

Wachowski, Andy｜Wachowski,

Ｌarry

(監督・脚本・制作総指揮) ６回

【４F視聴覚室ビデオ】

１. リスニングの達人：1日15分で速聴力

を身につける 初級編

ジオス出版 ７回

２. TOEIC ｢必修単語｣ ／

ジャパンタイムズ編

ジャパンタイムズ ７回

３. ニュー・サウンズ・イン・ブラス／

東芝ＥＭＩ １０回

【４F視聴覚室ＣＤ】
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２００４年度も ｢文献検索・図書館利用演習｣ を昨年度と同じく前期に工学部 (電気電子工学科) ・

国際言語文化学部・法学部､ 後期に経営情報学部という形で行いました｡

今年度は学部ごとに有用なデータベースを使っての指導を行うためレジュメを学部ごとに作成すること

になりました｡

近年 ｢情報リテラシー教育｣ がうたわれ､ いずれの大学図書館も利用者教育が当然となりましたが､

まだまだ受入側の意識が低いところもあると聞きおよびます｡ 本学図書館では教員の協力もあり､ 毎年高

い参加率を維持しています｡ 復習を兼ねた課題を出しておられる教員もあり､ 後日このレジュメを片手に

端末に向かう学生の姿が多く見られました｡

事前準備・周知・指導・アフターケアと勤務時間内における係員の負担は決して軽くはありませんが､

利用者が必要としている事柄をより速く､ 簡単に､ 情報の海から的確に引き上げていただく術を身につけ

てもらうべく､ 今後も続けていきたいと思っています｡

���������������

��������������������
学 部

項 目 国際言語文化学部 法 学 部 経営情報学部 工学部(E)

期 間 前 期 前 期 後 期 前 期

日 程 5/21～6/15 4/22～7/1 10/5～11/16 5/24～6/28

対象科目

(学 年)

文化演習

(３年次)

基礎演習

(１年次)

基礎ゼミ

(１年次)

基礎ゼミ

(１年次)

対象クラス

(前年度)

14

(16)

19

(19)

20

(20)

12

(12)

対象人数 60 202 270 88
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編集後記
２００５年になりました｡ ２１世紀に入り５年目､ 最近は自然災害を含め様々なことが

日本や世界で起こっています｡ 個人においても色々なことがあると思いますが､ いつも

“自分ならできる”と強く言い聞かせながら乗り越えていきましょう！

“意志あるところに道は開ける”です｡ (Ｙ.Ｋ)
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図書館カレンダー (2005年１月～３月)


