
露
学而時習之、不亦説乎。(「論語」より)

よろこま

一学びて時にこれを習う、亦た説ばしからずやー
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がくじ

伝記のおもしろさ

、》テノ

本について書くようにという依頼を受けだ。私

のように外交史を専門にしているものにとつては、

実験はできず、夜空に流星を観測してもしょうが

ないし、とにかく、文書資料も含めて書物だけが

頼りである。であるから、書くことはいくらでも

ある。

私がその外交を専門とするイギリスは「伝記」

の国であるといわれている。多くの伝記が書かれ

ているし、多くの政治家が自伝を残している。最

近の法学部の雑誌『摂南法学』に1930年代に駐独

大使を勤めだイギリスの外交官サー・ネヴィル・

ヘンダーソンについて書いだ。この人も癌による

死の直前に『使命の失敗』と『橋の下の水』と題

されだ2冊の回顧録を書き残している。彼はヒト

ラーとの妥協に努め、ナチへの同情心を疑われて

きわめて評判の悪い人物であるが、回顧録で、駐

独大使ヘの任命は予期しなかつだものであり、そ

れだけに平和を救うだめのドイツとの和解をより

一層「天命」と感じだと書いている。その人自身

の書いだものを読んでいると、評判の悪い人もそ

ず'^

あなだ1炯型タイプの性格ですか?(芝垣哲夫)

韓国留学生の臓記一図豁でアルバイトをしてー

(鄭在珠・延美京)
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*題字は王義之の書による

い

れほど悪人だとは思えなくなつてくる。

その頃イギリスでは、財政の均衡を目指す伝統

的な多数派と赤字財政をいとわず政府が積極的に

投資をすべきだという少数派が対立していた。後

者はのちにケインズによって強力に主張される考

え方であることはいう薮でもない。この有名な経

済学者は、クウエンティン・ベルの魅力的な回想

記(『回想のブルームズベリー』)によると、第

一次世界大戦直後に元気のない一市民に向かつて

バスのなかからこう呼びかけだという。「ちょつ

と失礼し薮す。あなだはご自身が何だるかの自覚

を失っておられるように見え薮す。」今度、学生

諸君に向かってもこう語りかけてくれるようケイ

ンズに頼んでみよう。

前号に工学部の久保先生も書いておられるよう

に、学生諸君の読書量は寂しい。テレビや漫画に

比ベると、確かに本は読むのが面倒くさい。しか

し、それだけにそこから得られる情報も高度であ

る。教科書より面白い本を自分で見つける少しの

努力をして欲しいと切に願う。

ひろし

紘

伝記のおもしろさ(亀井紘)

「フマーニオール・コーナー」のすす

(和田龍児・枝村俊郎・石崎嘉彦)
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「フマーニオール・コー十一」のすすめ(5)

「フマーニオール・コーナー」は、より豊かで暖かい人問性をもつ若人がこの学窓から巣立っていく
ことを願って設けられだものです。

同コーナーの図書の選書は、各学部の先生方にお願いし薮しだ。そこで、選書にあたられだ先生に、
どのような観点から選ぱれだのか、それらを読むことによって学生諸君に何を読み取ってほしいかをΞ
つていだだき薮しだ。

、ー'遍知ることの竜み.ー

摂南大学図書館報NO.56

工学部教授和田龍児

徳永進さんのエツセイ『心のくすり箱』(岩波

書店刊)は人の優しさについてしみじみと考えさ

せてくれる好著である。

徳永さんは山陰地方の病院の内科医として主に

老人問題を対段としてこれ荻でも、『死のある風

景』など数々の著作を発表している。

人の優しさとは何か。それは親切とも少し違う

ようだ。他人ヘの思いやりや気遣いもその一部に

は入るだろうが、学歴や業績や社会的地位などと

は全く無関係な次元に存在する人問性そのものに

根ざすものだと思う。だ薮には、『心のくすり箱』

からそれぞれに適した薬で我々のすさんだ心を癒

すことも必要だろう。

学生諸君にとつて才木語堂といつても、その名を

知る人ははなはだ少ないと思う。林語堂は戦前の

中国の知性を代表する知識人と言われ、わが国で

言えば鈴木大拙あたりに相当すると言えるだろう。

『人生をいかに生きるか(上・下)』(講談社

学術文庫収3剥は、兵庫県の文人知事として知ら

れだ阪本勝氏の翻訳で昭和32年に出版されてい

る。現在にも通用する珠玉の人生読本と言ってよ

いだろう。人生読本といつても、無責任な皮相な

ノウハウ本とはその趣を全く異にしている。心が

高ぶつている時、不安のどん底にある時、失望に

苛荻されている時、無力感と倦怠感に漂つている

時、人生それぞれの折々に取り出せば、必ずや未

来に対する希望が沸いてくる答えが見い出される

筈である。

<推薦図・'>

①心のくすり箱

②人生をいかに生きるか

わだりゅうじ

日・Ξ1「,・ることに誇りを持て、 ヌ多

えだむらとしろう

工学部教授枝村俊郎

私の推薦しだこの本は、幕末以来昭和にいたる

薮で、我われの父祖が欧米列強に対していかに苦

闘してきたかを説いている。私は学生諸君が60年

前の世界地図がどんなものであったか全く知らな

いのに驚く。アジアで荻ともな独立国は日本(と

タイ)だけであっだ。インドネシアは蘭領東イン

ド。ベトナム、カンボジャは仏領インドシナ。イ

ンド、ミャンマー、マレーシアはイギリス領。ア

フり力、中東は、ほとんど全土を英、仏、ベルギ

ーが勝手に直線で切り分けていた。人々は搾取さ

れ続けていだのである。白人以外は人問扱いされ

ていなかつだ。今そこに存在する国々はすべて日

本が死力を尽くして戦った第二次世界大戦の結果

独立国となった。著者は云う、「この事実は結果

論で十分である」。い薮の学生諸君はいわゆる自

虐史観の教育を受けて来ている。薮ずこの本を読

みた薮え。君たちがこれ談で小学校以来教科書で

受けてきた歴史を見直してほしい。日本国民であ

ることに誇りを持て。気概を持て。

このほか、清水馨八郎「侵略の世界史」祥伝社、

藤岡信勝「教科書の教えない歴史①②③④」扶桑

社、西尾幹二「異なる悲劇、日本とドイツ」文芸

春秋社、会田雄次「アーロン収容所」中公新書、

吉岡昭彦「インドとイギリス」岩波新書、清頼一

郎「秘録東京裁半Ⅲ中公文庫、大沢正道「戦後が

戦後でなくなるとき」中央公論社、等々をおすす

めする。

マンガでは、小林よしのり「ゴーマニズム宣言

③④⑤」小学舘、小林よしのり「ゴーマニズム宣

言スペツシャル、戦争論」幻冬舎、藤岡信勝監修

「マンガ教科書の教えない歴史①②③」扶桑社な

ど。

ほかに図書館所蔵図書として、

小堀桂一郎「東京裁判日本の弁明」講談社学術

1999. 1
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男の肖像

徳永進著

(上・下)

林語堂/阪本勝訳

司馬遼太郎著

塩野七生著

③
④
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文庫

ヘンリーミアーズ「アメリカの鏡、日本」メデ

イアファクトリー

<推薦図・,>

①かくて昭和史は尅る
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いしざきよしひこ

国際言語文化学部教授石U竒嘉彦

読書と旅は学生時代にやるのが最も良い。人生

の糧となる読書と旅はこの時期をおいて他には考

えられないからだ。ところが旅は暇とお金を必要

とする。これとは対照的に、読書は図書館を利用

しさえすれぱ、殆どお金の心配は要らない。お荻

けに、読書は、旅によってはなしえない旅をすら

可能にする。想像力によってなされる旅がそれで

ある。

私は、学生諸君がこの想像力による旅に出立で

きるような図書をこのコーナーに配備して欲しい

と思っだ。読書による旅は時問と空間の制約を超

えさせる。ある時は19世紀のロシア、薮たある時

はナチズム前夜のヨーロツパ、奴隷制の南部アメ

リカ、古代の西域から日本のどこにも存在しない

観念世界・・ーー等々。中には自を通すことすらうん

ざりするような長編から、普段作文などあ薮りや

らない者にさえ書けそうに思える短編小説薮で様

々だ。難解で俄には手に負えない書物もあるだろ

う。そんな書物だってそれを枕にして贅沢に昼寝

という手もある。何でもいい。いざ諸君、読書に

よる旅に発ち給え。

元書による旅

0

渡辺昇一著

ソポクレス著オイディプス王

プラトン著国家(上・下)

シエークスピア著⑫ヴエニスの商人

⑬ホロコーストマイケル・R・マラス著

J ・ジョイス著⑭ユリシーズ(全3巻)

⑮ヒユーマニズムについてハイデツガー著

H・ヘッセ著⑯庭仕事の愉しみ

宮沢賢治著⑰セロ弾きのゴーシユ他

芥川龍之介著⑱邪宗門

芥川龍之介著⑲杜子春

⑳マハトマ・ガンジー他4篇

ロマン・ロラン著

⑳ヴァイツゼッカー大統領演説集

ヴァイツゼツカー著

ヘミングウエー著⑳老人と海

マンデラ者⑳自由ヘの長い道(上・下)

⑳夜と癖:ドイツ強制収容所の体験記録

>・E・フランクル著

ヘディン者⑳さ荻よえる湖

井上靖著⑳敦煌

M・エンデ著⑳モモ

⑳い弐、ここで:アウシユヴィツツと

ヒロシマ以後の哲学的考察 G・ピヒト著

サルトル著⑳実存主義とは何か

吉本隆明著⑳マチウ書試論

アレント著@人問の条件

スタインベツク著⑫怒りの葡萄

⑳翔太と猫とインサイトの夏休み

永井均著哲学的諸問題ヘのいざない

ゴルデル著@ソフィーの世界

・キージー著⑮カツコーの巣の上で ケン

・ユーゴー著⑯レ・ミゼラブル >

埴谷雄高著⑰死霊(全3巻)

夏昌湫石著⑱Ξ四郎

カミユ著⑳異邦人

パスカル著⑩パンセ

カント著@永遠平和のだめに

⑫イワンデニーソヴィチの一日

ソルジエニーツィン著

アレックス・ヘイリー著

0

<推薦図む>

レッシング著①賢人ナータン

シラー著②群盗

レヴィ・ストロース著③悲しき南回帰線(上・下)

スウィフト著④ガリヴァー旅行記

モンテーニユ著⑤エセー

(全5巻)ブレヒト著⑥ブレヒト戯曲選集

ハヴエル著⑦反政治のすすめ

山崎豊子著⑧大地の子(上・中・下)

⑨カラマーゾフの兄弟(全4巻)

ドストエフスキー著

⑬ルーツ

⑩
d



分別出図書へス

なお、複本のある場合は、複本の貸出回数のすべてを合計し薮しだ。
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《情報》

できるExce197 : windowS版

インプレス書籍編集部(007

《哲学》

平気でうそをつく人たち PECK. M

思草社 (141.6 P)

絲己行》

ももこの世界あっちこっちめぐりさくらももこ著
集英社 (290.9 S) 8回

《文化事情》

もっと知りたいインドネシア<第2版>

綾部恒雄・石井米雄著

(302.24 A) 8回

^ 霞 キノグ

コアダンプ著

6印 K) 10回

土屋

K)

弘文堂

《政治》

キューバ革命の再解釈 Bambirra

大月書店 (312. 5 B )

《法律》

模範六法

Ξ省堂

《経済》

会計情報と経営分析

中央経済社

《労働》

就職バックァップシリーズ《12》就職活動《'98年度版》

手紙のき方話伽、け方:具体によるケーススタディーと基本マナー

就職情報研究会著

(366.29 S) 12回

1999. 1

SCOTT著

11回

《薬学》

NEVV薬理学《改訂第3版》

田中千賀子/加藤隆一著

(491.5 T) 13回南江堂

業基礎

造力学演習 星谷

鹿島出版社 (50 1. 34 H)

建築・土木工学》

測量学:礎から応用まで<改訂増補>

小林和夫著

18回

望著

10回

判例六法編修委員会著

(320.91 M) 26回

Vania著

6回

理工図書 (512 S )

建築学》

西洋建築様式史:カラー版

新集社

機械工学》

朝機械工学全 <22>塑性加工学

朝倉出版 (530.8 A)

《電気工学》

ボピュラーサイエンス

送る光ファイバの話

裳華堂

《商業》

実務英語入門:ビジネス英語・広告英語・秘

英語<新訂2刷>児島晃/青木登志雄著
倖i^堂! (670.93 K) 7回

《芸術》

松本 松本人志著

朝日新聞社 (フ79. 14 M) 7回

《言語》

ai・bookS 手紙・ほがきの き方実例百科

日本文芸社 (816. 6 N ) 12回

《文学》

『少年H』「上巻」

講談社

実務教育出版

《数学》

理工系数学のキーボイント

鳥辺晋司・東原英子著

(336.83 T) 24回

隆他著

11回

岩波書店

《化学》

礎有機化学<改訂第3版>

南江堂 (437

0

0

勝著

8回

妹尾河童著

S) 17回

<6>キーボイント確率・統計

和達Ξ樹・十河清著

(410.8 R) 12回

熊倉洋介/雲野良平著

(523.3 U) 10回

(9 13. 6

マルチメディアでを

稲田浩一著

(547.68 1) 20回
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コーナー別

【新書コーナー】

ハッブル望'

岩波新書

終身雇用制と日本文化

摂南大学図書館報NO.56

が見た宇宙

ロバート・ウイリアムズ著

(081) 8回

ゲーム論的アプローチ

荒井一博著

8回

2

中公新書

結婚と家族

0

福島瑞穂著

岩波新書 (081) 5回

現代社会の理論:情報化・消費者社会の現在
と未来 見田宗介著

岩波新書 (081) 4回

ことぱと文化 鈴木孝夫著

岩波新書 (081) 4回

華僑:ネツトワークする経済民族遜仲動著
講談社現代新書 (081) 4回

パブリック・スクール:英国式受験とエリート

竹内洋著

(081) 4回

兼子仁著

(081) 4回

望月一宏著

4回

3

(08 1)

新しい関係に向けて

3

3

【文庫コーナー】

1.銀河鉄道の夜

角川文庫

1.竜馬がゆく《1》

文春文庫

2.おやすみ、テディ・

3

ドストエフスキー著

(081) 5回

高野悦子著

5回

鷲田清一著

5回

3

講談社現代新書

地方時事法

岩波新書

中学校は、いま

岩波新書

日立と松下:日本経営0

3

2

(5)

3

角川文庫

斜陽

新潮文庫

深夜特急

(08 1)

中公新書 (081)

【ニユーメディアコーナー】

1. CD-ROM&BOOKフリーソフト&シェアウェアPACK 13000

For windows/、MS-DOS/"TOWNS/×68000

ベクターデザイン編集 11回

【日本語・日本事情コーナー】

1 . The wonderfun world 0十 Sazae-san

対訳サザエさん「12」「2」rU 長谷川町子著

各4回

2

(08の

ベア《上

<貸出回数による>

<()内は'96年度の順位>

宮沢賢治著

8回

司馬遼太郎著

8回

^釜^^.^1.

新潮文庫

(08の

インド・ネパール

・下》

赤川次郎著

各7回

太宰治著

7回

(08の

(08 1)

原型

'97人気作家ベスト10

①シドニイ・シエルダン

②司馬遼太郎

③妹尾河童

④宮沢賢治

⑤エドワード・オールビー

⑥夏目湫石

⑦ロバート・レスラー

⑦ダニエル・スティール

⑦村上春樹

⑧宮本輝

⑨赤川次郎

⑩グラハム・ハンコック

(上・下)

岡本康博著

各4回

金興書

【フマーニオールコーナー】

1.罪と 1 (上)

新潮文庫

1.二十歳の原点

新潮文庫 (081)

じぶん・この不思議な存在

講談社現代新書 (081)

《 3 》

沢木耕太郎著

7回(08の

(⑥)

(①)

(ー)

(③)

(⑤)

(⑧)
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あなた1 何タイプの

問に咲く主

人の性格は何らかのタイプに類別できる、と多

くの学者は言う。私についてそれを言えば、小学

校の頃『霖隠才蔵』を読んだ後、忍者に夢中にな

リ、釘で作っだ十字手裏剣をボケツトに忍び込薮

せ、忍者を真似、斜めを向いて走っていだ。私の

ように、人の影響を簡単に受ける性格を、社会学者

のマックス・ウエーバーは南欧型タイプだと言う。

南欧型の人間は社交的で、明るく、情熱的で、

カラオケに行くと熱唱するタイプである。法律や

道徳は苦手で発想中心である。宗教は幅が広く、

カトリックのようにどんな人でも入信でき、罪を

侵しても「ごめんなさい」と儲悔すれぱ許される。

クリントンは南欧型だろう。南欧型人問は目を外

に向け海外ヘの雄飛を狙っている。マルコポーロ

やコロンブスは南欧型の代表格だ。南欧型を逆に

とらえると、いし功0減で、でたらめで、緻密さが

なく、人生をとことん楽しむぐうだら人問である。

血液型はB型が多いと思われる。

それに反して北欧型の人間は、物静かで、思索

的で、計画的で緻密である。森に住む人問で、色

ならダークブラウンである。カラオケで熱唱し旋

律に酔いしれるより、デユエツトやコーラスでハ

ーモニーを楽しみ、統一と調禾0に基づいだ美の完

成を目指す。それだけでは薮だ足りないのか、さ

らに、指揮者薮で引っ張ってくるという徹底ぶり

である。スイス時計や、オーケストラは北欧型人

問の産物である。宗教は戒律の厳しいプロテスタ

ントを好み、潔癖で自己主張が強い。北欧型を逆

に言えば、陰気で、慎重で、我が強い。ウエーバ

一自身は典型的な北欧型だったようで、人生を深

刻に考えすぎて病気になってし薮っだ。 A型の人

にこのタイプが多い。

旧約聖書の話だが「サムソンとデリラ」のサム

ソンは、い薮で言うシユワルツネツガーのような

怪カマッチョマンであっだ。彼は海の町のほんぽ

うな女が好きで、何度も海の町ヘ出かけて行く。

海の町には敵が居て、その度に捕談るのだが持ち

前の怪力で逃げ帰ってくる。だが、とうとう最後
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国際言語文化学部教授

格て 、?
.

に、敵のスパイで、悩荻しいほどに美しい海の女、

デリラにひっかかり「どうしたらあなたの怪力は

なくなるの、ウッフン~」と聞かれ、「ぼくの髪

の毛を切ると力がなくなるんだ」と、ボロリ秘密

を洩らしてし薮った。そして、眠っている問に髪

を切られ捕弐ってし薮ったのだ。サムソンに言わ

せれば、だとえ脈されても南欧型の女はだ薮らな

いそうだ。それとは反対に北欧型の女は、どちら

かと言えぱ、ピカピカのシステムキツチンでソー

セージを温めただけの夕食を出し、その後は家計

簿の記帳やセーター編みに精を出すというタイプ

である。

もちろん、人問とは複雑で、人の性格をどちら

か一方に決めつけてし薮うことなどできない。そ

れでも、人問を類型化したいと望む学者は後を断

たない。ニーチエは体育会系のディオニソスと文

化系のアボロニウスに、ユングは外向型と内向型

に分類しだ。フンボj・レトは「国民には性格がある」

と言い、ヘルダーは、言語には影響力があると

「言語精神」を主張しだ。人問の類型化には、例

外が多く学問としての論証が難しい。だが、それ

でも、それは学問に咲く「毒の花」のように魅力

的で捨て去ることが出来ないのだ。

類型化の例外をーつぁげてみよう。生粋の北欧

型であるはずの英国王室の子供達だが、なぜか、

皆、南欧型に育ってし荻っだ。人問って面白い!

1999. 1

0

芝垣哲夫教授の著書

「芝垣教授のどきどきうきうき文化論」旺史社

(304 S )

「対立する文化」シャローム書房(361.5 S)

創元社(804 S)「言語と文化の構造」

創元社(361.5 S)「日本文化のエトス」

「英語とその社会的背景」(共著)旺史社

(830. 2 0)

「文化の表層と深層」(共著)創元社(3印.5 B)

訳書サルマン・ルシユディ「続・悪魔の詩」泉屋書店
その他多数(933 R )

0

しばがきてつお

芝垣哲夫
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1998年9月14日~19日の5日問、総勢8名の留学生の皆さんが図書館で棚卸を手伝ってく

れ荻しだ。彼女達は、本学園と交流協定を結んでいる韓国の大田大学校から1年間の短期留

学をしている皆さんです。ここでは、その中から2名の方に寄稿していただき薮した。彼女

たちは1998年4月に来日し、日に日に日本語が上達してい荻す。

なお、本稿は彼女たちの日本での学習成果を表すものでもあり荻す。したがって、誤字.
脱字等、最低限の修正にとどめてい荻す。

嵯国学生の,記

図書館でアルバイトをして

摂南大学図書館報NO.56

0 留学生生古の中の思い出

鄭在珠
私は、短期留学生として、韓国から来荻した鄭

在珠と申し荻す。

夏休みの問に、学校側の配慮で摂南大学の図書

館で5日問、アルバイトをし荻しだ。

図書館の仕事は、 1階と6階で分けられていて、

1階は力がいる仕事で6階は本の番号の整理をす

る仕事なので力というよりむしろ頭を使う仕事で

しだ。

それで、私は6階の仕事が自分にあっている仕

事だと思うのですが、二日くらい仕事をしてから

やはり、自分には力仕事のほうがあっていると感

じ薮しだ。

6階で本の番号の整理をする仕事は、思っだよ

りむずかしい仕事だったからです。 6階の本の番

号を調ベる時、図書館の職員とペアで仕事をしな

ければならなかったので、とても緊張をし薮した。

始めの午前中の仕事時間は、自分自身う薮くでき

だと思ったのですが、午後になってからは、つか

れたせいか、日本語ではなく、思わず韓国語で本

の番号を言ってし荻い、お互いにと薮どう事もあ

り薮しだ。

図書館でアルバイトをしてみて、今荻で分らな

かつたことや、どこにどんな本があるのかなどと

いうことが分るようになり薮しだ。

日本で初めての経験だつだので、本当によかっ

たです。

日本でのアルバイトは短期問でしだが、いろい

ろなことを考えさせられるいい体験になり荻しだ。

チヨン チエチユ

延美京
日本語を勉強する私にとって、日本ヘの留学は

とても大きな意味を持つていだ。

「百聞は一見にしかず」ということわざがある

ように、直接に体験するのが何より重要なことだ

と思つだからだ。今薮でのさ薮ざ薮な体験と旅行

などを通じて、日本という国についてずっとわか

るようになった。私の一生の中でどんな時より重

要な時だと思う。さ荻ざ薮な体験の中でも特に夏

休みの学校の図書館のアルバイトは本当によい経

験だつたと思う。韓国であ薮りアルバイトの経験

がない私としては、本当にたいへんだっだ。でも

図書館の先生たちがいつも親切に教えてくださっ

だからすぐ慣れることができた。仕事の内容は単

純なことだったが力を必要することだったからち

よつとたいへんだつだ。でも友達と一緒に仕事を

しながら友達の大切さも感じだし、日本の社会を

感じるにはとても足りない時問だっだが図書館の

先生だちを見て、日本人の社会の生活の姿もちょ

つとだけでも見ることができだと思う。短いと思

えぱ短く長いと思えば長い時問だっだが、私にと

つては薮だとない本当によい経験だつた。もっと

一生懸命、積極的にしたらよかつだと後悔するこ

ともあるが、私にこのようなさ薮ざ薮な経験をす

るように機会をくださつだ学校の先生だちにもう

一度ありがださを感じる。

呼加こよい機会をくださって本当にありがとぅ

ござい薮しだ」

日本マ'の経島金

ヨン ミキョン



(8)

<本館>

相田みつを心の詩

「一生感動一生青春」
(914.6 A)相田みつを著

曹洞宗高福寺(足利市)の禅僧・武井哲応老師

に在家の薮薮師事し、仏法を学ぶ。

現代の社会のひずみを解

主かしてくれる一言一句が

太
詰薮つている。

何気ない優しい言葉がほ

しい時にはホツとする。
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色あ 新着資料

その他相田みつをの

図館所図

など。

作品では世界的に空前のベストセラーとなった

パウロ・コエーリョの「星の巡礼」、映画化され

だハインリヒ・ハラーの「セブン・イヤーズ・イ

ン・チベツト」、坂口安吾の「肝臓(カンゾー)
はせせいしゅう

先生」、馳星周の「不夜城」などの注目作が入っ

てい薮す。

薮だ、作家では灰谷健次郎、銀色夏生の作品が

数多く揃い荻しだ。"見つけだ!自分だけの一冊"

が角川文庫のコピーですが、文庫本の書棚に立ち

寄つて気軽に手にとつて見てください。

臂ξ1'五玉1
1^朗tt居美

「一生感動一生青春」より「人問だもの」より

「人問だもの」 (728. 26 A)

「相田みつを・心の詩《2》空を見上げて」

q28. 216 A)

「いちずに一本道いちずにーツ事」(914.6 A)

1999. 1

TEL

TEL

TEL

奔'蔀.
曹女^武盆

i軍.撞達
、倒為

<分館>

「角川文庫名作150作品集」
分館では、学生諸君から好評の文庫本をさらに

充実させるだめ、新たに文庫本 150冊を購入し薮

した。購入したのは「角川文庫名作150作品集」

編集後記

・新年が明け薮した。

皆様にとつて今年はどのような年になるか楽しみですね。

今年こそは!今年からは!の希望と夢を抱いておられることでしょう。

図書館ではそんな皆様ヘのお手伝いができ薮すように心がけてい薮す。

薮だ、皆様からの希望図書の購入もどんどん増えており荻す。

1冊の本から人生が変わつだ・ーこの1冊のお陰で今年は楽しく過ごせる。
そんな本との出会いがあり荻すように・ K. M

《後期休日開館の日程》

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。

摂南大学図館報「学而」NQ56

編集・発行摂南大学図館
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寝屋川本館

印刷

1 月24日(日)

2 月 7 日(日)

槻清風印刷

開館時問: 10 : 30~16 : 50

1999. 1

本館

枚方分館

枚方分館

(072の 39-9112

(072の 66-3102

(0の 6991-2855

1 月 17日(日)

1 月24日(日)

1 月31日(日)

〒572-8508

〒573-0101

〒570-0024

大阪府寝屋川市池田中町17-8

大阪府枚方市長尾峠町45-1

大阪府守口市神木町7-12-102
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