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図書館雑感
島﨑

恒藏

国立国会図書館では，以前より貴重資料の保存・活用の目的で電子データ化作業が進められてき
たが，著作権上の問題がない約48万点を HP 上で公開している。また昨年 1 月からは「図書館向け
デジタル化資料送信サービス」と称して，絶版や入手困難な蔵書131万点の電子データを公立図書
館に送信開始し，専用端末で閲覧が可能となっている。このサービスは，昨年の 8 月から本学の図
書館においても対応できるようになった。同サービス実現の背景には，平成24年の著作権法改正が
あるが，それにしてもこの利便性はネット社会の大きなプラス面として捉えることができる。
世界に目を転じると，実際に「本のない電子図書館」が存在する。具体例を一つ挙げれば，米国
のフロリダ州立科学技術大学（FPU）の大学図書館がそれで，この大学は先端企業で名門校と互
角に活躍できる人材の育成を目指しているという。同大学図書館の蔵書はすべて電子書籍で，利用
者は専用ポータルサイトからシステムに接続し，パソコン・携帯端末などに取り込んで読むことが
できる。このような大学図書館は，まさにネット社会を先取りしているといえよう。しかし冷静に
考えてみると，この例は確かに一つの大学図書館の方向性を示しているとは思うが，先端技術系大
学だから成り立つ話であるとの見方もできる。冒頭の例を含めて IT 技術が重要ではあることは論
を待たないが，少なくとも専門分野が広範に亘る本学においては，機能的ハイブリッド型図書館が，
これから目指すターゲットとなるのであろう。
最近，目にした気になる調査結果がある。全国大学生活協同組合連合会が実施した学生生活実態
調査（2013年度）によれば， 1 日の読書時間がゼロだった学生が 4 割を超え，また平均読書時間も
26.9分という結果が出ている。この 4 割超という数字も，また30分に満たない平均時間も，大学図
書館のみならず大学関係者にとって，かなりの危機感を意識させる数字である。このため大学図書
館の中には，あの手，この手で様々な工夫を凝らしている例が伝聞されてくる。
様々な図書館事情の中で，図書館機能が遺憾無く発揮されるためには，図書館の近代的・機能的
なインフラ整備がまず重要ではあるものの，利用者・関係者の意識改革もまた極めて重要である。
特に大学図書館では学生と教員・職員がそれぞれの立場でフェーズをぴったりと一致させて取り組
むことが必須となる。現在，本学では120周年記念事業の一環として，大学図書館の将来構想の議
論が本格化している。大学図書館の持つ重要性を再認識しつつ，利用者・関係者にとって満足度の
高い図書館を追求しなければならない。
（図書館長・被服学科教授）
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―原子力黎明期から福島原発事故まで―』
秋元

健治

本書は，戦後の日本の原子力史をひもとき，原子力に関係
した政治家，官僚，経済人，科学者，文化人たちが，利権で
つながり，巨額の公的資金などを配分する「原子力推進複合
体」がいかに形成されてきたかを述べている。日本の原子力
史は，原子力推進が国策であったために，一部の研究者を除
いて批判的に論じられることが少なく，そのため基本書とな
るような学術書があまりみあたらない。本書は，そうした役
割を果たせる書籍となりえれば幸いである。
2011年 3 月11日に発生した東日本大震災のなかでの福島第
一原発事故は，この半世紀，日本では真摯に議論されること
がなかった原発の是非をめぐり社会全体に大きな問題をなげ
かけることになった。
未曾有の原発事故を経験し，福島第一原発の廃炉計画や放
射能に汚染された地域の将来は不明瞭で，これから長い年月
のなかで解決を模索していくしかない。もう原発をやめるべ
きという意見の根拠は明らかだが，原発をなおも必要とうったえる人びとは，「日本のエネルギー
にとって原発は不可欠」，「原子力は日本の基幹産業」，あるいは「原発を停めると電力が不足し，
今の豊かな生活を変えなくてはならない」と主張する。
じつは原発や核燃料サイクルなど一連の原子力にかかわる問題は，エネルギーという側面だけで
は理解できない。「国のエネルギー政策」という言葉が繰り返されるが，多くの人びとが賛同する
エネルギー政策とは，環境に優しく持続可能性があり，安価で社会的負荷がより小さいエネルギー
の普及をめざすことだ。そのこと自体に異議をとなえる人はいないだろう。たとえ大事故が起こら
なくとも原子力というシステムで電気をつくるのは，廃棄物の処理などから他電源に比べ非常に大
きな費用がかかる。だからこそ国は，原発の放射性廃棄物の処分が困難で数万年もかかることや，
その巨額となる費用を実質的に隠蔽し，半世紀もの間，公的資金やさまざまな原発への優遇策で，
原発をささえ続けてきた。なぜ日本では，安全性，経済性ともに優位性をもたない原子力を国は推
進してきたのだろうか。
原子力の推進は，それにかかわる人びとや組織に多大な利益をあたえる。その多くは合法的だが，
公正で平等，安全な社会を希求する立場からは到底，容認できない利益が少なくない。そうした利
益供与，利権の維持を可能とする構造は，日本の社会にすでに強固に組み込まれている。この構造
を私は原子力推進複合体（Nuclear Propulsive Complex）と呼ぶが，その構成者に不当な利益が分
配されるのは，原子力が非常に危険だという本質からうまれている。もしも原子力に危険性がなく
安全なエネルギーであるなら，原子力施設周辺の住民や自治体に利益を供与する必然性は消え，あ
るいは原子力の安全ＰＲをしたり，「原子力理解」を学校教育にすり込んだりする理由もなくなる。
なお本書は，新聞などの書評欄でとりあげられた。「週刊読書人」（2014年11月21日号）で天笠啓
祐氏，そして「東京新聞」（2014年12月 7 日付）では米田綱路氏による評論が掲載された。
（家政経済学科教授）
2014年 9 月発行

現代書館

308頁

＊目白・西生田所蔵，請求記号539.091-Aki
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図書館日和

園田

絵理

皆さんの中に頻繁に図書館に通っている方はいらっしゃいますか。読書は好きな方でしたが，私
は忙しさを理由に次第に足が遠のきがちになっていました。しかし大学生になった今では定期的に
図書館を訪れるようになりました。私の学科ではほぼ毎週実験があるため，そのレポートを書くた
めの資料を集めなければいけないという理由も勿論あるのですが，それ以上に大学の図書館の居心
地の良さが大きな要因として挙げられます。
公立図書館に比べて大学の図書館は，読書に加えて勉強を目的とする人の割合が多いように感じ
ます。食堂や空き教室でノートを開いていてもつい他のことに気を取られて集中力が途切れてしま
うことが多いのですが，大学図書館では熱心に勉強に取り組んでいる人ばかりなので自然と自分も
頑張ろうという気持ちになります。
加えて図書館の中は静かなため，落ち着いた時間を過ごせるように思えます。私が通っている目
白キャンパスでは，図書館は敷地の真ん中に位置しています。そのため窓際の机に座っていると，
キャンパス内の音と気配で時間の経過を感じられます。授業中の静寂，昼休みに大通りを行きかう
楽しげな話し声，第二体育館からの賑やかな歓声，サークルの練習なのか夕方になるとどこからと
もなく聞こえる楽器の演奏。普段キャンパスを移動している時には気にも留めない音ばかりかもし
れません。しかし壁を一枚隔てるだけで，図書館の外にいるとき以上に周りの事象を不思議と穏や
かな気持ちで感じ取ることができるのです。
調べ物でも，勉強でも，興味のある分野の本探しでも。空き時間にはぜひ図書館を訪れてみてく
ださい。きっとゆったりとしたひと時を過ごすことができると思います。
（物質生物科学科

「新しい発見の場」

2 年次学生）

齊藤

智美

皆さんは，興味を持っていることや，これから詳しく勉強していきたいことはありますか？

既

に決まっている方も，まだ迷っている方もいらっしゃることでしょう。日本女子大学の図書館は，
どんな方にとっても新しい発見をする場所になると思います。
私は，勉強したいことがほぼ決まった状態で日本女子大学に入学しました。しかし，講義を受け，
それに関する本を読んだことで，今まで学んだことがなかった事柄に興味を持ちました。一年間様々
な視点から物事を考えてきたことで，自分は何に興味を抱いているのかをもう一度見つめ直すこと
が出来ました。文化学科は二年生から，三つのコースに分かれて学んでいきますが，私は入学時に
考えていたところとは異なるコースを選びました。本を読むことで，自分自身と向き合う時間や学
びたいことが増えたことをとても嬉しく思います。
自分の興味あるテーマに出会うきっかけとなる面白い本を見つけるためにも，図書館の利用方法
を理解しておくと非常に便利です。私は西生田図書館でアルバイトをさせていただいているのです
が，どの本がどこにあるのかをきちんと把握しておくことがいかに重要であるかということを改め
て感じました。アルバイト内容は，返却された本を所定の場所に戻す「配架」と，本がラベル番号
順に並んでいるかを確認する「書架整備」です。最初はただやみくもに本を探していたのですが，
作業をしていると，それぞれの学科がよく利用する本がどこにあるか覚えることが出来ました。場
所が分かるだけでなく，本の整理をしていると自然と書籍名が目に入るので，読みたかった本や新
たに興味が湧いた本が見つかることが多々ありました。
日本女子大学の図書館は，たくさんの本があり種類も豊富という魅力があります。一年生から四
年生まで図書館を利用する機会は数多くあることと思います。是非図書館を利用し，新しい自分を
（文化学科

見つけてみてください。

1 年次学生）
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日本女子大学図書館は目白・西生田両キャンパスにあり、本学の学生・教職員・卒業生など利用
日本女子大学図書館は目白・西生田両キャンパスにあり，本学の学生・教職員・卒業生など利用

資格をお持ちの方は両館を利用することができます。授業で課題が出されると学生の皆さんで大賑
資格をお持ちの方は両館を利用することができます。授業で課題が出されると学生の皆さんで大賑

わいですが、効率的に資料を探す人、迷ってしまう人、様々です。せっかくな
わいですが，効率的に資料を探す人，迷ってしまう人，様々です。せっかくな

ら上手に利用して頂きたいと願い、初心者向けに活用のコツをご案内します。
ら上手に利用して頂きたいと願い，初心者向けに活用のコツをご案内します。

図書館の資料もスタッフも効果的に活用し、有意義な時間を過ごしましょう。
図書館の資料もスタッフも効果的に活用し，有意義な時間を過ごしましょう。

◇利用カードの交付を受ける
◇利用カードの交付を受ける

学生証、
教職員証を持参の上、カウンターにお越しください。利用カードは目白・西生田共通で、
学生証，教職員証を持参の上，カウンターにお越しください。利用カードは

登録した本人のみ有効です。図書館への入館、図書の貸出などには利用カードが必要です。
目白・西生田共通で，登録した本人のみ有効です。図書館への入館，図書の貸出などには利用カー
◇資料の探し方
ドが必要です。 ①直接書架へ行く

この図書館は開架式です。図書・雑誌を書架で直接手に取り見ることができます。
◇資料の探し方
①直接書架へ行く

資料は、和書、洋書、雑誌、年鑑・白書類、参考図書、大型本など、その性質や形態によってま
この図書館は開架式です。図書・雑誌を書架で直接手に取り見ることができます。

とめて置かれています。また、同じ主題（テーマ）が集まるよう、和書は日本十進分類法（NDC）
資料は，和書，洋書，雑誌，年鑑・白書類，参考図書，大型本など，その性質や形態によってま 、
洋書はデューイ十進分類法（DDC）により分類され、書架に並んでいます。
とめて置かれています。また，同じ主題（テーマ）が集まるよう，和書は日本十進分類法（NDC），
なお、和装本、AV 資料（視聴覚資料）など、一部の資料についてはスタッフが出納いたします。
洋書はデューイ十進分類法（DDC）により分類され，書架に並んでいます。
利用をご希望の場合は、カウンターまでお申し出ください。
なお，和装本，AV 資料（視聴覚資料）など，一部の資料についてはスタッフが出納いたします。
②OPAC（Online Public Access Catalog）で検索する
◇資料の探し方
利用をご希望の場合は，カウンターまでお申し出ください。
書名または著者名、あるいはキーワードがわかっている時は、OPAC
◇資料の探し方
② OPAC（Online Public Access Catalog）で検索する で本学の蔵書を検索し、請
書名または著者名，あるいはキーワードがわかっている時は，OPAC
で本学の蔵書を検索し，
求記号と配置場所を調べることができます。OPAC
は日本女子大学図書館ホームページからご利用
請求記号と配置場所を調べることができます。OPAC は日本女子大学図書館ホームページからご
ください。インターネット環境があれば、どこからでもアクセスできます。
利用ください。インターネット環境があれば，どこからでもアクセスできます。

日本女子大学図書館 HP Web サイト
http://www.lib.jwu.ac.jp/
http://www.lib.jwu.ac.jp/
日本女子大学図書館
HP 携帯サイト
日本女子大学図書館
HP 携帯サイト
http://www.lib.jwu.ac.jp/mobileopac/

日本女子大学図書館 HP Web サイト

http://www.lib.jwu.ac.jp/mobileopac/
◇資料の探し方 ③参考係に相談する
③参考係に相談する
◇資料の探し方
参考係は皆さんが必要とする文献や情報を探し出すサポートをしています。資料の探し方がわか

参考係は皆さんが必要とする文献や情報を探し出すサポートをしています。資料の探し方がわか
らない，必要な資料が見つからないという時はご相談ください。

らない、必要な資料が見つからないという時はご相談ください。他大学図書館の利用をご希望の場
合も紹介状が必要です（要事前相談）。図書館にない資料の購入希望も受け付けます。
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◇図書を借りる
◇図書を借りる
図書と利用カードをカウンターへお持ちください。貸出は必ず本人が手続きし
図書と利用カードをカウンターへお持ちください。貸出は必ず本人が手続きし
◇図書を借りる
てください。なお、図書の返却が遅れている間は貸出できません。図書を延滞す
てください。なお，図書の返却が遅れている間は貸出できません。図書を延滞す
図書と利用カードをカウンターへお持ちください。貸出は必ず本人が手続きし
ると、遅れた日数分だけ貸出停止になりますので、ご注意ください。

ると，遅れた日数分だけ貸出停止になりますので，ご注意ください。

てください。なお、図書の返却が遅れている間は貸出できません。図書を延滞す
◇My JWULIS（図書館ホームページ上のプライベートルーム）を活用する
◇ My JWULIS（図書館ホームページ上のプライベートルーム）を活用する
◇図書を借りる
ると、遅れた日数分だけ貸出停止になりますので、ご注意ください。
My JWULIS（Japan Women’s University Library Information System）は図書館が提供する
My
JWULIS（Japan
Women’s University Library Information System）は図書館が提供するオ
図書と利用カードをカウンターへお持ちください。貸出は必ず本人が手続きし
◇My JWULIS（図書館ホームページ上のプライベートルーム）を活用する
オンライン・サービスです。OPAC の検索結果から予約（貸出中図書予約、他キャンパス図書館所
てください。なお、図書の返却が遅れている間は貸出できません。図書を延滞す
ンライン・サービスです。OPAC
の検索結果から予約（貸出中図書予約，他キャンパス図書館所
My JWULIS（Japan
Women’s University
Library
System）は図書館が提供する
蔵図書取り寄せ）ができるほか、My
JWULISInformation
のメニューを選んでログインし、利用状況の確認、
ると、遅れた日数分だけ貸出停止になりますので、ご注意ください。
JWULIS
のメニューを選んでログインし，利用状況の確認，
蔵図書取り寄せ）ができるほか，My
オンライン・サービスです。OPAC
の検索結果から予約（貸出中図書予約、他キャンパス図書館所
貸出更新、予約の変更、検索式・検索結果の保存をインターネット上で行うことができます。
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「ケルムスコット・プレス版『チョーサー作品集』
」の美しさに感嘆する方、
」の美しさに感嘆する方、
『源氏物語』の和歌
『源氏物語』の和歌
貴重書特別展示風景
冊（伝宗周
・理成筆，桃山期写，外題・五井善斎筆）
の書かれた頁と他の頁の書き方を比較する方、書き入れ箇所に興味を持つ方、文字に見入る方、装
の書かれた頁と他の頁の書き方を比較する方、書き入れ箇所に興味を持つ方、文字に見入る方、装
を春と秋の年二回，特別展示しました。
丁に興味を示される方など、貴重書はいろいろな観点から閲覧されるようです。
丁に興味を示される方など、貴重書はいろいろな観点から閲覧されるようです。
「ケルムスコット・プレス版『チョーサー作品集』
」の美しさに感嘆する方，『源氏物語』の和歌
◆「図書館で
◆「図書館で
Christmas
Christmas
2014！」
2014！」
（12 月
（12
13 月
日（土）～25
13 日（土）～25
日（木）
日（木）
） ）

の書かれた頁と他の頁の書き方を比較する方，書き入れ箇所に興味を持つ方，文字に見入る方，装

クリスマスが近づくと街も華やかになり、楽しい気分に
クリスマスが近づくと街も華やかになり、楽しい気分に

丁に興味を示される方など，貴重書はいろいろな観点から閲覧されるようです。

なります。図書館にお立ち寄りの際にも、そのような華や
なります。図書館にお立ち寄りの際にも、そのような華や

◆「図書館で Christmas 2014 ！」（12月13日（土）〜25日（木））

ぎを感じていただきたく、図書館（目白）所蔵資料で、世
ぎを感じていただきたく、図書館（目白）所蔵資料で、世

クリスマスが近づくと街も華やかになり，楽しい

界各国のクリスマスの雰囲気、テーブルセッティング、料
界各国のクリスマスの雰囲気、テーブルセッティング、料

気分になります。図書館にお立ち寄りの際にも，そ

理、リース、カード、物語などをご案内しました。
理、リース、カード、物語などをご案内しました。

のような華やぎを感じていただきたく，図書館（目

また、チャールズ・ディケンズのコーナーも設置し、
また、チャールズ・ディケンズのコーナーも設置し、

『A Christmas
『A白）所蔵資料で，世界各国のクリスマスの雰囲気，
Christmas
carol』
carol』
、
『ディケンズと『クリスマス・ブッ
、
『ディケンズと『クリスマス・ブッ

テーブルセッティング，料理，リース，カード，物
クス』
クス』
』などを展示しました。特に『Christmas
』などを展示しました。特に『Christmas
books』
books』
、 、

語などをご案内しました。
『Christmas
『Christmas
stories』は
stories』は
1907 1907
年刊行の資料であり、装丁
年刊行の資料であり、装丁

また，チャールズ・ディケンズのコーナーも設置
も美しく、このような資料を一般書架で利用できることも
も美しく、このような資料を一般書架で利用できることも

「図書館で
「図書館で
Christmas
Christmas
2014！」展示風景
2014！」展示風景

し，『A Christmas carol』，『ディケンズと『クリス
知っていただきたいと思い、紹介しました。
知っていただきたいと思い、紹介しました。

マス・ブックス』』などを展示しました。中でも，
◇2 月◇2
17 月
日（火）からは上代タノ平和文庫の図書を紹介する展示を行います。
17 日（火）からは上代タノ平和文庫の図書を紹介する展示を行います。
上代タノ平和文庫は、本学の第六代学長上代タノ先生の寄贈図書により、創設された文庫です。
上代タノ平和文庫は、本学の第六代学長上代タノ先生の寄贈図書により、創設された文庫です。
『Christmas books』，『Christmas stories』は1907年
「女性が、国際平和についての問題意識を明確に持ち、平和への推進力となることを念願し」て選
「女性が、国際平和についての問題意識を明確に持ち、平和への推進力となることを念願し」て選
刊行の資料であり，装丁も美しく，このような資料
「図書館で
Christmas 2014 ！」展示風景
ばれた図書が、現在も、そのご遺志を継いで継続収集されています。この展示では、その一部をご
ばれた図書が、現在も、そのご遺志を継いで継続収集されています。この展示では、その一部をご
を一般書架で利用できることも知っていただきたい
紹介します。
紹介します。
と思い，紹介しました。

（館員・閲覧係
（館員・閲覧係
中澤惠子）
中澤惠子）

◇ 2 月14日（土）からは上代タノ平和文庫の図書を紹介する展示を行います。
上代タノ平和文庫は，本学の第六代学長上代タノ先生の寄贈図書により，創設された文庫です。
「女
性が，国際平和についての問題意識を明確に持ち，平和への推進力となることを念願し」て選ばれ
た図書が，現在も，そのご遺志を継いで継続収集されています。この展示では，その一部をご紹介
します。

（館員・閲覧係

中澤惠子）
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図書館（目白）玄関ホール展示報告
図書館（目白）玄関ホール展示報告
西生田図書館玄関ホール展示報告
図書館（目白）玄関ホールにて、今年度に開催した展示と今後の予定についてご報告します。
図書館（目白）玄関ホールにて、今年度に開催した展示と今後の予定についてご報告します。
西生田図書館玄関ホールにて，今年度12月までに開催した展示のうち，次の
2 件についてご報告
◆「図書館を探検しよう！2014」
◆「図書館を探検しよう！2014」
（4 月（4
3 日（木）～12
月 3 日（木）～12
月 10 月
日（水）
10 日（水）
） ）
します。
新入生をはじめとする利用者の皆さんに、図書館の様々な資料と施設をご紹介するビジュアル図
新入生をはじめとする利用者の皆さんに、図書館の様々な資料と施設をご紹介するビジュアル図
◆「軽井沢―108年めの高原の夏―」
（ 6 月23日〜 9 月20日）

書館案内「図書館を探検しよう！」の
書館案内「図書館を探検しよう！」の
2014 2014
年度版を年間を通して展示しました（他展示期間を除
年度版を年間を通して展示しました（他展示期間を除
1906（明治39）年
8 月27日に開寮した三泉寮。以来，本学園の精神的支柱の一つとして特別な存

く）
。館内のどこに何があるかを玄関ホールで簡単に学び、有効活用していただければと願います。
く）。館内のどこに何があるかを玄関ホールで簡単に学び、有効活用していただければと願います。
在であり続け，毎夏，三泉寮を訪れる学生・生徒・児童たちは，軽井沢の夏を通して成長してゆき
なお、
「図書館
なお、
「図書館
（目白）
（目白）
館内スタンプラリー2014」
館内スタンプラリー2014」
実施中
実施中
（2014
（2014
年4月
年44日（金）
月 4 日（金）
～30 日（水）
～30 日（水）
） ）

ます。この展示では三泉寮，そして，軽井沢の歴史や文化，豊かな風土が織りなす美しい自然の一

には共催し、展示の中にスタンプ設置場所のヒントも掲示しました。スタンプラリー参加者は
には共催し、展示の中にスタンプ設置場所のヒントも掲示しました。スタンプラリー参加者は
233 233

端をご案内しました。

名（学生
名（学生
219 名、通信教育課程学生
219 名、通信教育課程学生
2 名、職員
2 名、職員
1 名、リカレント生
1 名、リカレント生
21 名）にのぼり、好評を博し
21 名）にのぼり、好評を博し

◆「もうすぐ冬ごもり：クマのおはなし」

ました。
ました。
来年度も
来年度も
「図書館を探検しよう！2015」
「図書館を探検しよう！2015」
を開催、
を開催、
「図書館
「図書館
（目白）
（目白）
館内スタンプラリー2015」
館内スタンプラリー2015」

（12月 2 日〜12月24日）

（2015
（2015
年4月
年44日（土）
月 4 日（土）
～30 日（木）
～30 日（木）
）と共催します。
）と共催します。

枯葉が落ちて冬木立が目立ちはじめる12月，そろ

◆貴重書特別展示
◆貴重書特別展示

そろクマが冬ごもりを迎えるころに，クマの生態や，
「ケルムスコット・プレス版『チョーサー作品集』
「ケルムスコット・プレス版『チョーサー作品集』
」 」
アイヌに伝わるクマ祭り「イオマンテ」に関する本，
『源氏物語』
『源氏物語』

そして，
懐かしい宮澤賢治の名作「なめとこ山の熊」
，
（5 月（5
17 月
日（土）12：00～16：30、
17 日（土）12：00～16：30、

また，世界中で愛される
2日（金）13：00～16：00）
匹のクマ，プーさんとパ
11 月 11
27 月
日（木）～28
27 日（木）～28
日（金）13：00～16：00）
ディントンにちなんだ本を展示しました。翻訳家の
2009 2009
年度泉会「貴重資料購入援助費」による購入資料
年度泉会「貴重資料購入援助費」による購入資料

石井桃子さん（本学卒業生）が初めて「プー」に出
「
『ジェフリー・チョーサー作品集』ケルムスコット・プ
「『ジェフリー・チョーサー作品集』ケルムスコット・プ

「もうすぐ冬ごもり：クマのおはなし」
展示風景
による購入資料『源氏物語』
による購入資料『源氏物語』
（伝宗周・理成筆、桃山期写、
（伝宗周・理成筆、桃山期写、
のことだったそうです。皆さんにも素敵な出会いが
貴重書特別展示風景
貴重書特別展示風景

レス，1896
レス，1896
年」と
年」と
2012 2012
年度泉会「貴重資料購入援助費」
年度泉会「貴重資料購入援助費」
会ったのは，1933（昭和
8 ）年のクリスマス・イヴ

外題・五井善斎筆）を春と秋の年二回、特別展示しました。
外題・五井善斎筆）を春と秋の年二回、特別展示しました。 （館員・西生田図書館 水嶋寿恵）
訪れることを祈りつつ。
「ケルムスコット・プレス版『チョーサー作品集』
「ケルムスコット・プレス版『チョーサー作品集』
」の美しさに感嘆する方、
」の美しさに感嘆する方、
『源氏物語』の和歌
『源氏物語』の和歌
の書かれた頁と他の頁の書き方を比較する方、書き入れ箇所に興味を持つ方、文字に見入る方、装
の書かれた頁と他の頁の書き方を比較する方、書き入れ箇所に興味を持つ方、文字に見入る方、装

図書館（目白） 4 階の新しい閲覧スペースについて

丁に興味を示される方など、貴重書はいろいろな観点から閲覧されるようです。
丁に興味を示される方など、貴重書はいろいろな観点から閲覧されるようです。
◆「図書館で
◆「図書館で
Christmas
Christmas
2014！」
2014！」
（12 月
（12
13 月
日（土）～25
13 日（土）～25
日（木）
日（木）
） ）

クリスマスが近づくと街も華やかになり、楽しい気分に
クリスマスが近づくと街も華やかになり、楽しい気分に

このたび，図書館 4 階閲覧室に続くスペースを新

なります。図書館にお立ち寄りの際にも、そのような華や
なります。図書館にお立ち寄りの際にも、そのような華や

たに閲覧席の延長として整え，利用者の皆さんに開

ぎを感じていただきたく、図書館（目白）所蔵資料で、世
ぎを感じていただきたく、図書館（目白）所蔵資料で、世

放することになった。「図書館だより」前号の巻頭

界各国のクリスマスの雰囲気、テーブルセッティング、料
界各国のクリスマスの雰囲気、テーブルセッティング、料

写真は，この新たなスペースの窓から泉プロムナー

理、リース、カード、物語などをご案内しました。
理、リース、カード、物語などをご案内しました。

ドをのぞむ構図である。見晴らしのよい，心地よい
また、チャールズ・ディケンズのコーナーも設置し、
また、チャールズ・ディケンズのコーナーも設置し、

スペースなので， 4 階の奥まった場所ではあるが，
『A Christmas
『A Christmas
carol』
carol』
、
『ディケンズと『クリスマス・ブッ
、
『ディケンズと『クリスマス・ブッ
ぜひ今後多くの方にご活用いただきたいと思う。
クス』
クス』
』などを展示しました。特に『Christmas
』などを展示しました。特に『Christmas
books』
books』
、 、

図書館内では各自静粛を守って学習していただく
『Christmas
『Christmas
stories』は
stories』は
1907 1907
年刊行の資料であり、装丁
年刊行の資料であり、装丁

のが原則であるが，今回新たに拡張したスペースに
も美しく、このような資料を一般書架で利用できることも
も美しく、このような資料を一般書架で利用できることも
「図書館で
「図書館で
Christmas
Christmas
2014！」展示風景
2014！」展示風景

ついては可動式の机と椅子を備え，足元はカーペッ
知っていただきたいと思い、紹介しました。
知っていただきたいと思い、紹介しました。
◇2
月◇2
17 月
日（火）からは上代タノ平和文庫の図書を紹介する展示を行います。
17 日（火）からは上代タノ平和文庫の図書を紹介する展示を行います。
ト敷きで，従来の図書館の閲覧席とは少し違ったイ
上代タノ平和文庫は、本学の第六代学長上代タノ先生の寄贈図書により、創設された文庫です。
上代タノ平和文庫は、本学の第六代学長上代タノ先生の寄贈図書により、創設された文庫です。
メージとなっている。グループ研究室とは異なり，特に事前予約の必要なく利用できるので，グル
「女性が、国際平和についての問題意識を明確に持ち、平和への推進力となることを念願し」て選
「女性が、国際平和についての問題意識を明確に持ち、平和への推進力となることを念願し」て選
ープで，また個人で，気軽に使ってみていただきたい。メディアセンターで借りられるノート
PC
ばれた図書が、現在も、そのご遺志を継いで継続収集されています。この展示では、その一部をご
ばれた図書が、現在も、そのご遺志を継いで継続収集されています。この展示では、その一部をご
を LAN
に接続するための HUB も用意されている。また，設置したホワイトボードは，スマート
紹介します。
紹介します。
フォンによる撮影に対応している。

（館員・閲覧係
（館員・閲覧係
中澤惠子）
中澤惠子）

WiFi 環境や固定 PC の導入等，今後取り組むべき課題もあり，将来的には利用条件が変わって
いく可能性もあるが，まずは使ってみて，不便な点についてはご意見をお寄せいただければと考え
ている。
（図書館課長

浜口都紀）

―7―

152号（ｐ1次号への流用注意）.indd 7

2015/02/20 13:16

日本女子大学図書館だより

No.

152

2015.

3.

3

国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」利用開始について
国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」利用開始について
さより
矢吹 さより
矢吹

2014（平成 26）年 10 月
1 日から、本学図書館（目白・西生田）において、国立国会図書館がデ
2014（平成26）年10月
1 日から，本学図書館（目白・西生田）において，国立国会図書館がデジ
ジタル化した資料のうち、インターネット公開されておらず、絶版等の理由で入手が困難な資料を
タル化した資料のうち，インターネット公開されておらず，絶版等の理由で入手が困難な資料を利
利用できるサービスを開始しました。利用対象者は、本学学生、教職員など本学図書館で貸出を含
用できるサービスを開始しました。利用対象者は，本学学生，教職員など本学図書館で貸出を含む
む利用資格をお持ちの方（協定利用を除く）で、図書館の利用登録をされた方です。
利用資格をお持ちの方（協定利用を除く）で，図書館の利用登録をされた方です。
下表の計 1138
万点（平成 27 年 1 月現在）が利用できます。
平成27年
月時点で，下表の計138万点が利用できます。
図書

昭和 43 年までに受け入れた図書 約 51 万点

図書

昭和43年までに受け入れた図書

古典籍

明治期以降の貴重書等

古典籍
雑誌

雑誌

明治期以降の貴重書等 約 2 万点

約51万点

約 2 万点

平成 12 年までに発行された雑誌（商業出版されていないもの） 約 1 万タイトル（約

平成12年までに発行された雑誌（商業出版されていないもの）約 1 万タイトル（約
73 万点）

73万点）

博士論文
平成 33～12
年度に送付を受けた論文（商業出版されていないもの） 約 12
万点
博士論文
平成
〜12年度に送付を受けた論文（商業出版されていないもの）
約12万点
「国立国会図書館デジタルコレクション」
（http://dl.ndl.go.jp/）で検索ができます。検索ボック

「国立国会図書館デジタルコレクション」（http://dl.ndl.go.jp/）で検索ができます。検索ボック
スにキーワード（タイトル、著者など）を入力して検索します。ご自宅のパソコンやスマートフォ
スにキーワード（タイトル，著者など）を入力して検索します。ご自宅のパソコンやスマートフォ
ンからも検索可能です。
「検索結果一覧」で
アイコンのある資
ンからも検索可能です。
「検索結果一覧」で国立国会図書館／図書館送信限定
国立国会図書館／図書館送信限定
アイコンのある資
料が利用できます。
料が利用できます。

（国立国会図書館ウェブサイトより）
（国立国会図書館ウェブサイトより）

利用の際は参考係へお申し込みください。図書館（目白・西生田）２階情報検索コーナーの特定
利用の際は参考係へお申し込みください。図書館（目白・西生田）
2 階情報検索コーナーの特定
端末で、図書館員によるログイン後、閲覧していただけます。著作権の範囲内で複写することがで
端末で，図書館員によるログイン後，閲覧していただけます。著作権の範囲内で複写することがで
きますが、実際の出力は館員が行います。デジタル画像のダウンロードや保存はできません。
きますが，実際の出力は館員が行います。デジタル画像のダウンロードや保存はできません。
なお、
「国立国会図書館デジタルコレクション」では、検索ボックスの下の公開範囲にチェック
なお，
「国立国会図書館デジタルコレクション」では，検索ボックスの下の公開範囲にチェック

がデフォルトで入っているため、
「インターネット公開」しているものも同時に調べられます。また
がデフォルトで入っているため，
「インターネット公開」しているものも同時に調べられます。ま
チェックを入れることにより、
「国立国会図書館内限定」のものも検索することができます。
たチェックを入れることにより，
「国立国会図書館内限定」のものも検索することができます。
（館員・参考係）
（館員・参考係）
編集後記 2010年度より， 5 年にわたり館長を務められた島﨑先生の巻頭言も，今回が最後となる。名残惜
しく，心より感謝を申し上げたい。春は別れと出会いの季節，卒業する皆さんもカウンターで簡単な手続きを
していただければ引き続き図書館をご利用いただける。新入生の方々には，一足先に図書館と幸福な出会いを
果たした先輩からのメッセージを掲載した。充実した学生生活を送るための一助となることができれば幸いで
ある。
平成26年度図書館だより編集委員：中澤惠子，鈴木学，浜口都紀

日本女子大学図書館だより No.152  2015.3.3 ホームページ http://www.lib.jwu.ac.jp/lib/LP.html
日本女子大学図書館発行
☎（03）5981-3195
〒 112-8681 東京都文京区目白台 2 丁目 8 番 1 号

―8―

152号（ｐ1次号への流用注意）.indd 8

2015/02/20 13:16

