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学而詩習之、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

0
新入生諸君、入学おめでとう。受験勉強からも

解放され、入学後の生活にいろいろ夢を描いてい

ることでしょう。しかし、大部分の諸君は、卒業

後は実社会で活躍することになります。そのため

の準備を怠ってはなりません。

人周が生態系のなかで圧倒的に優位な存在となっ

た理由のーつは、われわれが高度な社会的本能を

持っていることであると言われています(マット

リドレー「徳の起源」)。社会がうまく機能するた

めには、構成員が情報を交換し、互いの意図を推

し量ることが必要になってきます。情報のメディ

アとしては、主として言語が用いられます。この

とき、情報の発信者の意図が受信側にうまく伝わ

らないことが多いのです。

最近、友人の勧めで川柳を習い始めたのですが、

これがなかなか難しい。毎月送られてくる句集の

半分以上は理解できないのです。わずか17文字で

作者の感動を表現するのです。作者と読者の問で

十分な知識と感覚の共有がなけれぱ、作者の意図

するところを読者が感じ取ることができないこと

は想像に難くありません。これは極端な例ですが、

言語というものは多かれ少なかれこのような性格

を持っています。

自分の考えていることを正確に表現したつもり
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*題字は王義之の書による

でも、相手に理解されないということはしぱしぱ

経験することです。この理解を助けるのが知識と

感覚の共有、すなわち「常識」であろうと思いま

す。コンピュータとの付き合いでも、ぎくしゃく

するのはここです。キーボードをたたきながら、

何でもうちょっと融通利かしてくれへんのかなあ、

ということがしぱしぱあります。頭の固い「電脳」

に常識を持たせることは人工知能研究の1つの大

きな課題となっています。

われわれ人問もまた常識を身に付けることが、

社会生活を円滑に行うための条件になります。感

覚を磨くためには多くの人々の多様な判断に接す

る必要があります。このためには毎日の実生活で

の体験だけでは不十分でしょう。書物によって補

うのが最も効果的であると思います。また、知識

を豊かにするためにも読書は最も適切な方法でしょ

う。これらの目的のために図書館は諸君の期待に

十分にこたえることができると自負しております。

図書館の積極的な利用を待っています。

井弘之
ひろ ゆき
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付記:上記のマット・りドレー著「徳の起源」は、利

己的な遺伝子の乗り物であるわれわれが、「徳」を備える

に至った過程を遺伝子の立場から、またゲームの理論を

用いて説明を試みたものである。なかなか面白い本であ

リ、一読を薦める。 (請求記号: 467.5 R)
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業生から贈る

新入生ヘのアドバイス 1

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

これから始まる学生生活4年閤を有意義なもの

にするには、バイトではなく、勉学に力を注ぐ

ことです。 1, 2年次のうちは遊ぽうなどと甘

い考えでは摂南大学を4年問で卒業はでき弐せ

ん。大学の授業は非

常に難しく、奥深い

です。教科書だけで

は理解しきれない問

題がいくつもあるで

しょう。もし難問にぶつかった場合はぎず図書

館ヘ行くことをお勧めします。図書館には、多

種にわたる専門書がそろえられているので、役

に立つ本は必ずあります。自分で本を見つけ出

し、調ベて問題を解く習慣を身に付けておけぱ、

一生の宝となるでしょう。
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難問こぶっ力ったら図書館ヘに1に1需
2002年卒ライトエ業鞠勤務工学部士木工学科 本をよく借りました

きさき たけし
ぞの中でも司馬遼太木崎 健
郎著イ乍の「燃えよ剣」

は民高です。一度読んでみてください。

本は人生観や価値観、ものの考え方をも変え

るほど大きな影響力をもっています。ものを言

わぬ先生といっても過言ではありません。学生

生活の中で人生の糧となる本と出会えることを

祈ります。

0

また図書館には新聞や

雑誌、入門書、小説、歴

史書などもそろえられて

いるので趣味の読書やな

んとなく行くのもいいで

2002.4

たかやまともこ

高山智子

d,、

同じ気持ちで入学し

た私も卒業を迎え、

4年周の生活を振り

返ってみるとしなけ

れぱいけない事が多

くとても短い時問だったと思います。そこで、

ぞの時閤を有意義に過ごす手段のーつとして図

書館の利用をお勧めします。まずは、レポート

の作成ですが参考文献が多数必要とされ、それ

らは専門書のため比較的価格の高いものが多い

です。色々お金のかかる大学生には少々辛いの

で早めに図書館に行けぱ、それらは揃っている

しその他にも参考になるようなあらゆるジャン

ルの本が置かれています。また試験前は図書館

の机で落ち着いた空気の中で勉強したり、息抜

新入生の皆さん、ご入学

おめでとうございます。

これから始まる大学生活

への期待と不安でいっぱ

いの心境かと思います。

、,少

時問を有意義に過ごす手段
国際言語文化学部 2002年卒青山商事閥勤務

きに雑誌を読んだり、視聴覚室でピデオを観た

りするのもいいかと思い弐す。そして何より

もお勧めしたいのが新聞をたくさん読むことで

す。3回年次の就職ガイダンスで教えてもらえ

ると思いますが就職活動に必要な事で、新聞を

隅から隅弐で読む習

慣をつけることは大

切な事だと思いぎす。

友達と遊んだりアル

パイトをしたりと忙

しいと思いますが、空いた時問に図書館に行き、

家でとっていない新聞や経済紙などを読むとい

ろいろな情報を知ることができ、興味のある記

事はコピーしてスクラップしておくと非常に役

に立つと思います。

図書館の利用法は他にもいろいろあると思い

ますが自分なりの利用法を見つけ、 4年問の大

学生活を有意義なものになるように何事にも頑

張ってください。

0
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
これから4年問の学生生活において勉強も大事
ですが私生活の方も積極的に何事にも取り組ん
でください。私が図書館で利用したのは、主に
試験対策や趣味であるパソコンの雑誌や専門書
で、よく読んでいました。試験前になると図書
館に行き検索用パソ

コンで簡単に試験内

容が載っている本を

見っける事ができ大経営情報学部経営環境情報学科
てらうち変助かりました。'
寺内れと特に摂南大学は

コンピューター系の雑誌や専門書が特に豊富で
あり、私はその中で「1 0」、「LOGIN」とい
う雑誌が好きで毎号読んでいる内に、自分で簡
単なゲームを作成する域にぎでなりました。白
非、皆さん読んでみてください。私が図書館を

利用して一番良かったのは就職活動前に様々な
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0

雑誌や専門書よ図書館て

業界の本を読む事ができ、

自分のしたい仕事が見つ

かったのがとても良かっ

たですし、感謝していま

す。様々な業界の会社名、

仕事内容、採用方法など

実際に就職活動にお

いて非常に役に立ち、

2002年卒岡=證券欲)勤務、、云 L
だいすけ

した。新入生の皆さ
大輔 ん、まだ将来にした

い仕事が見つからなくて不安になった時は図書

館に行き就職活動関係の本を読んでみてくださ

い。きっと何かが見つかるはずです。そして皆

さんがすばらしい学生生活を送れる事を願って

います。

しょうか。これから

これ力うの目標は打てす力始まる大学生活は多

くの経験を重ね、あ

らゆることを吸収で薬学部衛生薬学科 2002丘卒山之内製薬閥勤務
えんどうかなきる時期だと思いま 、ニ^

藤香采子^す。

そこで、多くの情報を得た上で目標に突き進ん できるほどです。

でいただくために私から提案があります。大学 他にもまだまだ図書館は多くの情報を私たちに
の図書館に行ってみてください。そこには専門 提供してくれています。それらを有効利用し目

文庫本はもちろんのこと、雑誌、新聞も貫 標達成に向け、素晴らしい大学生活を過ごして^、

かれています。今まで興味のなかったことや存 ください。

在すら知らなかったことが、その本によって皆

新入生の皆さん、ご入学

おめでとうございます。

受験戦争を乗り越えて大

学入学という目標を果た

してこられた皆さんは、

もう次の目標をお持ちで

0

雑誌、新聞、映画のピデ

オ等、娯楽のアイテムも

充実しており、勉強の合

問のちょっとした息抜き

を楽しむ事も可能です。

興味のあることや自分

厚生労働省(国家Ⅱ種合格)、、X
よしあき

そこから目的が見つ
良昭 かることもあるはず

です。大学の図書館にはそのような機会が多く

与えられています。まずは皆さんもどんどん足

を運んで自分なりの活用方法を見出してくださ

い。そうすれぱより一層有意義な学生生活を過

ごせることと思います。

さんの世界を大きく広げてくれるはずです。ま

た、パソコンでインターネットが利用でき、映

画好きの人にはピデオ鑑賞の場も設けられてい

ます。そして、定期試験前には、広い机と座り

心地の良い椅子は特にお勧めです。長時問の勉

強も苦ではないと思います。また、本格的に勉

強に集中したい人は、

閲覧室ヘー・。ここは

朝早くから夜遅くま

で開放されており、

試験期閤中は席の確
(^

保に早朝から行列も

新入生の皆さん、ご入学おめでとぅございます。
憧れの大学生となり、これから始まる四年問の

大学生活について、色々と想いを巡らせている

ことと思います。幸いにもこの大学には、充実
した学生生活を過ごすために多様な居場所を見
つけられるよう配慮がなされています。私はぞ
の手段のーつとして、

図書館を大いに利用

してきました。試験

対策や論文作成の資法学部法律学科 2002年卒
なかかわ料収集、そして公務
中川と幾つ員試験

もの試練を無事乗り切れたのは、図書館をうま

く活用してきたおかげだと言ってもおおげさで
はありぎせん。閲覧室は夜遅くまで開放されて

おり、定期試験の期問中は休日も利用できるの

で、一日中缶詰めになることもありました。ま
た、図書館には学の書籍だけでなく、文庫本や

》

図書館をっまく舌用して、、と、X樹'



フロア紹介

6F普通図書室は、皆さんが勉強するために役立

つ専門書はもちろんのこと、話題になっているぺ

ストセラーなどの小説、就職活動をするために参

考となる就職関係の図書、旅行ガイドプックなど

色々な図書が揃っています。

摂南大学図書館報NO.69

6F普通図書室

@ scholars shelf

本学教員寄贈著書コーナー

図書館に寄贈していただいた先生ご自身の著書

(訳・共著含む)が並んでいます。これから専門的

な学習を手がけるうえでも、大いに参考になるこ

とでしょう。

@フマニオールコーナー

より豊かで温かい人問性をもつ皆さんが、社会

へと巣立っていくことを願って選ぱれた図書が並

んでいます。何か本を読んでみたいのだけど、何

を読もうか悩んだときは、ぜひ手に取ってみてく

ださい。
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@入門圭コーナー

それぞれの分野の図書が、各学部、学科、コー

スごとにジャンル分けされて並んでいます。これ

らの図書は、先生方によって選ぱれたもので、4

年問に勉強する分野の代表的、且つ入門的なもの

です。100冊前後に厳選されています。こちらの

コーナーにある図書の貸出はできませんが、同じ

請求記号をたどって書架に行くと、貸出できる図

書が並んでいます。
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0 希望図書購入制度

探してみたけれど、図書館に自分が読みたい本

がない!!というときは、希望図書購入制度という

ものがあります。6Fカウンター前に希望図書購

入の申込用紙が置いてありますので、読みたい本

の書名、著者名、出版社、金額を記入してくださ

い。少し時問をいただくことになりますが、図書

館の蔵書として購入することができます。こちら

の本は、希望した人が購入後1番に本を手にする

ことができるようになっています。

;^ 0

@「速図くん」

図書館には置いていないけれと、プックセンター

にはあるというときには、「速図くん」という制

度があります。この場合も本の書名、著者名、出

版社、金額が必要ですので、プックセンターで確

認して、6Fカウンターに申し出てください。こ

ちらの本は、その日のうちに皆さんの手に届くこ

とになります。

r

ここでは、紹介しきれないこともまだまだたく

さんあります。ぜひ、気軽に図書館をのぞいてみ

てください。そしてわからないことは、どんどん

カウンターに尋ねてみてください。

0

:
.
距

1
1

1
 
t
冒

1
届

f
昼巨

.叫
0

含
雫

.

識
Y

@
@

ー
.
血

一
t

1
昏

1
 
一
1
ー

:
1

1 冊
.



2002.4

フロア紹ノ1

まず本学図書館では5階フロアを参考図書室と

呼ぶ事を覚えてください。それでは参考図書とは

どういったものを指すのでしょうか。これは特定

の事項を調ベるために利用する資料をいいます。

辞書・事典・便覧・年鑑・目録・地図などがそ

れにあたり、その他にも皆さんが将来お世話にな

るり一フ式の法規や規格があります。

入学後しぱらくの問は、聞き慣れない専門用語

が教壇から続々飛ぴ出す、といった状況になるこ

とでしょう。そういう時はこの参考図書を使って

調ベ、すぐに解決しておきましょう。次ヘのスムー

ズなステップのためです。またレボートや卒業論

文作成の際、必要となってくるのが過去のデータ

収集等です。年鑑・白書などで情報を集めます。

これらの資料は、貸出は出来ませんが必要な部分

の複写については著作権の範囲内で可能です。

その他、このフロアにある主なものを紹介しぎ

す。

摂南大学図書館報NO.69
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5F参考図書室

人気軽雑誌コーナー

「1ntemet Magazine」 rnon・noj rMEN'S NON・

Nojrsawyj「週刊サッカーマガジン」「留学ジャー

ナル」など、勉強の合問の気分転換に、流行情報

の収集に、書店に行かなくても読めてしまうのが

魅力です。「時刻表」もここにあるので地図や

防制を併用して旅行の計画などにも便利です。

政治が大好きな方は定番の「文藝春秋」や「世界」

などお薦めします。

これらは、最新号以外は出していますので、

どんどん利用して知的好奇心を刺激し、いろんな

分野の感性を磨いてください。

0
「簾田文庫」

本学園総長・理事長が国会議員として30年にわ

たり活躍された時に、収集された広範囲にわたる

コレクションが「藤田文庫」です。

W

国内国夕の新聞

大学生になったのを機に毎朝新聞に目を通す習

慣をつけてはいかがでしょうか。ちょっと頑張っ

て英字新聞もそこに加えたら図書館で世界の生情

報をキャッチすることができます。

英字新聞の他には、メキシコ、アジアの新聞も

幾つかありますので、世界の出来事の、解釈の相

違を近隣諸国と比較するのも面白いでしょう。

゛

直接目に触れない素晴らしいサーヒス
たとえぱCD・ROM ・インターネットなどの電

子メデイアによるデータベースです。新聞記事

論文・判例が、キーワードでたちどころに検索で

きるのです。利用を希望される時は申し出てくだ

さい。

レファレンスサヒス

簡単に表現すれぱ「図書資料なんでも利用相談」

でしょうか。何か分からない事項があれぱ何なり

と気軽に相談に来てください。

学内の資料収集に行き詰まった時は外部機関か

らの資料入手が必要になりますが、ここから学園

外の図書館や学術情報に道が開けていることも覚

えておいてください。

、h-、"ざ
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フロア'P介

4F視聴覚室・学術雑誌室・雑誌

4F図書室は、入り口はーつですが視聴覚室、

学術雑誌室、雑誌書庫の3つの部屋にわかれてし

ます。

摂南大学図書館報NO.69

視聴覚室

D>Dやピデオ、レーザーデイスク、カセット

テープ、 CD-ROM,電子プックなどのAV

(A u d i 0 > i s u a l)資料およぴ、それ

らを視聴する利用機器が備えられています。

趣味として楽しめるものから、学習に役立つ内

容のものまで幅広く揃えられています。また、資

格・就職関係(公務員試験・その他の受験対策講

座)や英検・TOEIC・TOEFLテスト対策

のための教材資料があります。これらの資料は館

内で自由に視聴できるほか、一部を除き、館外貸

出もできます。

さらに、視聴したいものが図書館にない場合、

「希望図書」としてりクエストも受け付けていま

すので、カウンター係員に申し出てください。室

内に設置されているパソコンでは、本学の所蔵資

料に関する情報を調ベたり、インターネットを利

用することもできます。それぞれの学習や趣味な

ど、みなさんの大学生活にぜひ役立ててください。

学術雑誌は日本十進分類法にしたがって分類番

号がつけられ、その番号順に並んでいます。館外

貸出は行っておりませんので、コピーなどの理由

で一時的に室外ヘ持ち出したい方は、カウンター

に申し出てください。またこれらの雑誌はあるー

定の期問を経過すると保存のため製本され、雑誌

書庫に保管されます。(さらに古いのものは IF

の保存書庫にあります。)

また、学術雑誌室には本学のコレクションのひ

とつである「インドネシア学地域研究コレクショ

ン」が置かれています。原語による絵本から、教

科書、地図、年報、事典類、一般書などのほか、

日本語で書かれたインドネシアに関する貴重な文

献情報が集められています。これらのコレクショ

ンの一部については、館外貸出もできます。

2002.4

学術雑誌室

学術雑誌室には、各学術分野の最新情報が掲載

されている国内外の学術雑誌およぴ大学などの研

究機関が発行する最新の紀要が保管されており、

約2,300種あります。

雑誌書庫

雑誌書庫には、1993丘以降の学術のバックナン

パーが保管されています。入室して手前から日本

十進分類法にしたがい0類から順に並ベられてい

弐すので、学術雑誌室でみた雑誌の分類番号を覚

えておくと、目的の雑誌に瞬時にたどり着く事が

できます。

自由に入室はできますが、室外ヘの雑誌の持ち

出しはカウンターでの手続きが必要です。

0

0

i,、

゛

,
1

,
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劇憐詩^11鵬鞍熱雫1語1盆ごイ", 1ミ_,_.鼠.1,ミ.量.三1き'. 1霊1戴、

枚方分館は2号館2階にあります。ーつのフロ

アーで図書館に必要な機能が集められています。

入り口を入って左側が閲覧室、学術雑誌室。右側

にはカウンターがあり、普通図書・参考図書コー

ナーが広がっています。「百聞は一見に如かず」

と言いますので、ぎず一度来館してください。

閲覧室は自習室になっており、学術雑誌室は薬

学を始めとする専門雑誌をそろえています。普通

図書・参考図書コーナーは文字どおり専門書、教

養書などいろいろな図書をそろえています。

普通図書・参考図書コーナーにはさまざまな目

的、用途に沿うよう次に述ベるような小コーナー

があります。

まず、入門書コーナー。薬学部の新入生諸君は

これからの4年周薬学を学ぶわけですが、その学

問の全体像をつかんでおくということは何事によ

らず重要なことです。そのために入門書コーナー

が設けてあります。先生方によって選ぱれた約100

冊の薬学の代表的、入門的図書に出会うことがで

きます。これらの図書をぜひ手にとって将来に想

いを馳せてください。

次に、フマーニオールコーナー。人問性または

人の心を豊かにするのに役立つようにとの願いを

こめた先生方選りすぐりの名著・名作など200冊

を超える作品が並んでいます。

先人の経験あるいは知恵は、知識のべースを広

げ、より深き生をめざす道しるべとなるでしょう。
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この他、約30種の月刊誌・週刊誌、全国紙5紙

など各種新聞のあるプラウジングコーナー、視聴

覚コーナーには300巻を超える劇映画あるいは学

習用のピデオ・D>Dがあります。また、 scholar'S

Shelf (本学教員寄贈著書)コーナーには薬学部

などの先生方から寄贈された先生ご自身の著書

(訳・共著含む)が集められています。

図書館になく、ぜひ読みたい図書がある場合は、

「希望図書申込制度」を利用してください。カウン

ター近くの机においてある申込書に記入してカウ

ンターに提出するだけで済みます。問題がなけれ

ぱ購入手続きをしています。なお、読みたい図書

などをさがそうとする場合は、所蔵検索専用の端

末機を利用すると便利です。

最後に、新入生諸君にはいち早く図書館になじ

んでください。図書館を利用するとき、わからな

いことや困ったことがあれぱ何でもカウンターの

係員に尋ねてみてください。

晦ν

(カウンター)

(軽雑誌コーナー)



日本の歴史上の人物をヒオて知る

あすすめの新着資料(本館)

みなさんは、今ぎでに様々な形で歴史上の人物

が記憶回路にあると思います。今回紹介するNH

Kの大河ドラマは、脚色も当然ありますが、日本

の歴史上の人物を楽しみながらより深く知る方法

としては、いいのではないでしょうか。

摂南大学図書館報NO.69

《立つ

平安末期、東北の地に強大な勢力を誇った奥州

藤原氏四代に渡る興亡を綴る壮大なドラマ、奥州

藤原氏の祖・藤原経清の激烈な生涯と初代・清衛

が苦闘の後に奥州に栄華の時をもたらすまでを描

<。

大平記

鎌倉時代末期、幕府は腐敗した北条政権による

独裁状態にあった。源氏の血を継ぐ有力な武家に

足利貞氏の息子として生を受けた高氏(後の尊氏)

の生涯を中心に、天皇から宮廷人、武士、庶民に

至るまで、幅広い階層の人々が互いに運命を賭け

て戦った南北朝時代を描く。

2001丘度の休日開館利用者数です。前期試験期

は昨年比本館59%分館101%で、後期試験期の本

館は開館日力「日増えて、1日平均約2倍に、分

館も開館日数同数で2倍になっています。

001年度休日開館入館者数

2002.4

長

尾張の大名織田家の嫡男信長は城下でも評判の

「うつけ者」。強烈な個性で既存の価値観を打ち砕

き、新しい秩序を打ち立てた。その人物像と、同

時代に生き抜いた人々の姿を宣教師ルイス・フロ

イスの視点から描く。

本

実施日

7 月15日(日)

20日

(金・祝)

22日(日)

館

入館者数

(人)

350

などなど、他にも「花神」「翔ぶが如く」など

ありますので、本館図書館4Fに来てみてくださ

い。(貸出も可能です。)

分

1 月13日(日)

27日(日)

升

夫施日

198

271

7 月15日(日)

20日

(金・祝)

22日(日)

館

819

入館者数

(人)

557

130

129
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Information

会 4月8 日(月)~1 2 日(金) 12 : 2 0か()
ら30分程度の、新入生を対称としたライプ

ラリーツアー(図書館見学&所蔵検索演習)

を実施しますので参加してください。

1 月14日

(月・祝)

20日(日)

27日(日)

叶

0

543

528

259

印刷

1,628

2002.4

本館

枚方分館

サツキ印刷株式会社

460

534

433

各倭目目目奇目目倭各目母各各@@各母@目目各目

計

Ξ編集後記

新入生の皆さん入学おめでとうございます。

"Happy"だったり"へこんだり"色々ある

と思いますが、図書館は皆さんの大学生活のよき

アシストです。

無駄にしないで有効利用してください。

1,427

〒572-8508

〒573-0101

〒572-0024

今月月今今月目目月今ヲ令今今身今今今昌今今昌王

大阪府屋川市池田中町17-8

大阪府枚方市長尾峠町45-1

大阪府寝屋川市石津南町8-2

TEL.(072)鵠9-9111

TEL.(072)866-3102

TEL.(072)828-0171

合

合

合

合


