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 大学生活を始める君たちへ 
  
 春の陽光を浴びて諸君の大学生活が始まる。大学は多様な活動が約束されている場だ。ただ、それは

諸君のやる気次第である。何かにこだわってみずからそれを徹底的に突きつめてほしい。もちろん、や

り直すことも自由だ。図書館は探求の旅のお手伝いをする。 
 ここでは、考える材料として、人生の先輩である本学の先生がたからのメッセージをお届けする。 
 
 
知へのいざない 
      一週一冊主義のすすめ          学長 北垣 宗治 
  
 私の出身大学のＳ総長は、入学式の祝辞のたびに、新入生にこのように勧めるのが常でした。「諸君、

大学生になった以上、本日ぜひ心に決めてほしいことがあります。それは在学中の四年間、一週間に少

なくとも一冊の本を読むという誓いです。これを実行すれば一月で四冊、一年で五十冊以上。四年間で

二百冊以上読むことになります。この二百冊は必ず諸君の血となり肉となり、諸君の人生を豊かにする

でしょう。」 
 総長の勧めを本気で実行した学生が何人いたか、私は知りません。私自身、頑張った方だと思うので

すが、一年間五十冊にはなかなか届きませんでした。たしか総長は五十冊と言われたのであって、五十

作品とはいわれませんでした。ですから、私の学生時代に有名だったロジェ・マルタン・デュ・ガール

の『チボー家の人々』という小説はたしか十何冊とカウントしましたし、トルストイの『戦争と平和』

は六冊でした。私は『戦争と平和』を読んだとき、マリアと父ボルコンスキー公爵の気持ちが胸に迫っ

て、一人で泣いた経験があります。 
 翻訳されたシェイクスピアなら一週一冊は簡単です。また新書版ならば一週一冊はそう難しくありま

せんが、問題は哲学書や宗教書でしょう。試みにデンマークの哲学者キルケゴールの『死に至る病』と

格闘してみて下さい。これはすごい本ですが、学生諸君が一週間で理解できなかったとしても、私は不

思議に思いません。新約聖書一冊を一週間で読んだとしても、多分漠然としかわからないでしょう。こ

ういう書物は恐らく「何冊読んだ」といった統計に囚われずに、何度も繰り返し、自分の体験に即しな

がら、味わいながら読むべき書物です。詩集についても同じことが言えるでしょう。 
 Ｓ総長の言葉は、せんじつめると、学生時代に本を読む習慣をつけなさい、ということになるのでし

ょう。この習慣は、まさに人生の宝です。 
 書物には一度読めばいいといったものもあれば、生涯かかって、繰り返し何度も読むべきものもあり

ます。後者はふつう古典と呼ばれています。古典には人類の知恵が凝縮しています。古典中の古典とい

われるのはプラトン、聖書、ダンテ、シェイクスピア、そしてゲーテなどです。それらが雲の上のはる

か遠い存在に見える人は、手近にある、スウイフトの『ガリバー旅行記』あたりから始めてみてはいか

がでしょうか。 
 
マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』、トルストイ『戦争と平和』（筑摩世界文学大系 42、43）、
キルケゴール『死に至る病』（岩波文庫、筑摩世界文学大系 32）、スウィフト『ガリヴァー旅行記』（岩

波文庫） 
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研究生活の途上で 
 
私の研究生活の発端      小野 哲 
  
 その出発は戦後。それまでの十年は模型飛行機

を作って飛ばすのに熱中していた。それは生涯の

趣味として断続する。 
 昭和二十七年の夏に最初のまともな作品『権力

基礎論』をまとめたから、わたしの研究生活の発

端はそれより二、三年は遡る。そう、相国寺と今

出川御門の間での立ち話が発端だった。指導教授

になって下さった田畑忍先生に「専攻は何にしま

すか」と問われ、一瞬つまって「権力論と国家論」

と答えた。 
 旧制大学の院生小野が、政治学科の助手に任命

されたのは、まもない六月だった。当時ＧＨＱの

大学干渉は漸く学内にも及び、扇動学生は教壇に

苛酷な「赤い注文」をつけ始めていた。食料休暇

のあと配給制の学内食堂のボス追放さわぎが、旧

制から新制への大学改革の余興めいて、憲法改正

の噂は学生会館の話題の半分で、のこりが未帰還

学生や戦死病死行方不明の学友の月旦であった。 
 数少ない開講科目のなかで聴講学生の多かっ

たのが田村徳治教授の「社会史観」、始めの二回

を聴きそこねたあと、冒頭のノートをもつ学友Ｎ

と最も熱心に出席した。おだやかな質疑応答が教

授と学生の間に、より激しい問答が左右学生間で

あったが、ついに私は加わらなかった、左翼慢心

の惨敗は無知ゆえであったから。同志社研究所長

室を訪ね、関西学院の図書館にも関係資料を求め

て出かけた。西宮から国鉄京都まで、仁川から阪

急で烏丸四條までの、いずれの便数も少なく片道

二時間を越し、ときに黒人兵やよいどれ米兵に煩

わされた。四輪駆動のジープが神社の石段を踏み

毀す時節、朝鮮南北の独立と統一を求める運動が

錯綜し、部落解放の運動とシベリア帰りの騒ぎが

京都駅の裏表で活発であった。 
 『平和の解剖』とか『人類の再建』が書店に並

び、世界国家の宣伝が始まるのもまもなくであっ

たが、中国と台湾と米ソもからんで朝鮮戦争が
うすもや

薄靄の
ねじ

捩れた情報のなかではじまる。南が北を挑

発したのだ、と彼らは真顔で言った。 
 原爆民主主義にたいする水爆社会主義の平和

攻勢が、さしたる抵抗も受けず横行する御時世が、

私の研究生活の発端に、逃れようもなくあったか

ら、それでどうしたと思いますか。私の思索は基

底の原理に沈潜し、ただパフォマンスを「虚空の

スポーツ」に向け、58 年と 62 年の国際級ウェー

クフィールド競技の日本選手権を獲たのだった。 
 『政治･国家･権力の論理』は、自前のイデオロ

ギイ論を構築して論争を恐れなくなってからの

出版である。そのあとどうなったですか。それは

もう研究生活の発端からは遠すぎますし、御存知

の「環人技」のシリーズと「国際演義」の充足で

した。いやどうも。 
      （本年３月本学教員を定年退職） 

 
 
文化人類学との出会い   神田 より子 
 
 若い頃オーストリアのインスブルック大学で

勉強する機会がありました。ちょうど始まる学期

の前にインスブルック大学主催の夏期語学スク

ールに参加したときのことでした。午前中は語学

の勉強をして、午後からは毎日大学主催の特別セ

ミナーがありました。セミナーと言っても、ダン

スの講習会なども含むお気楽なものでした。その

中にオーストリアの人々の生活の話を聞きなが

ら、村の中を散歩して歩くというコースがありま

した。講習のあった場所がチロルの田舎でしたか

ら、家並みも周囲のアルプスの山々も絵に描いた

ようにきれいな所でした。しかしそこはただきれ

いなだけではありませんでした。チロルの人たち

の生活を見せてもらいました。 
 このことがきっかけとなったのかもしれませ

ん。インスブルック大学では文化人類学の言葉も

知らないまま、「ヨーロッパ民族学」のゼミをと

りました。あの夏に数時間チロルの家々を案内し

てくださったイルク先生の教室です。先生の講義

では毎月のようにエクスカーションがあり、チロ

ル地方の民俗や祭りを見て歩きました。そしてゼ

ミでの前期は全員で共通のテーマを選び、フィー

ルドワークをします。アルプス地方の山岳民族と

の比較で、北ドイツへ行ったときは、あまりの強

行軍でぶっ倒れてしまい、丸１日外出禁止令に会

いました。後期は自分のテーマの発表です。各自

が出身地との関連でテーマを選んでいました。私

は全く予備知識もないまま、柳田國男の『日本の

祭り』を選び、ウィーンの図書館に籠って勉強し

ました。予備知識も何もあったものではありませ

ん。柳田國男の業績さえろくに知らなかった状態

ですから。恐る恐るの発表は、意外にも好評でし

た。アジアとヨーロッパという文化を越えた共通

点、文化の違いによる相違点を皆がはっきりと見

ることができたのです。ディスカッションでも大

いに盛り上がり、面目を施しました。 
 このことが私の目を開くきっかけとなったよ

うに後から思い返すことができます。人間の営み

に見ることができる文化を越えた共通点、他方で

は相容れることのない文化の差。このことを思い

知ることのできたゼミでの体験でした。そしてこ

のことがきっかけとなって、日本へ帰ってから文

化人類学の勉強を本格的に始めるようになった

のです。      （文化人類学） 
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『日本の祭』（定本柳田國男集 10、筑摩書房、 

1969） 
 
 
私が出会った一冊の本   松本 ますみ 
 
 深く感銘を与え、人生を決定づける本が誰にで

もあると思います。私の場合、それは中国近代史

という現在の専門とは全く異なる分野のもので

した。その本の名前は、フィリピンの代表的小説、

ホセ･リサール著『ノリ･メ･タンヘレ』（勁草書房、

1976）です。この本を勧めてくれたのは、学部学

生時代、インドネシア近代史を教わった増田
あとう

與先

生でした。当時、私は文学部の東洋史専攻にいて、

中国の古代史から近代史まで網羅的に勉強し、漢

文講読に少々食傷気味の毎日を送っていました。

そんな中、インドネシア近代史という変り種科目

が必修となっているのをいぶかり、また、それと

フィリピン文学との関係をはかりかねながらも、

この本を一気に読んだのでした。 
 その本は、Ｂ６版、424 ページ、７ポイント、

２段組という長大な小説です。時代は、スペイン

の植民支配下にあった19世紀半ばのフィリピン。

作者リサールの分身としての主人公のイバルラ

は、支配階級と被支配階級の血を半分ずつ受け継

いで生まれました。彼は、フィリピン支配階級の

習いとしてスペインに留学します。帰国後、わが

祖国はスペインではなく、フィリピンであるとい

う意識の高まりの中、主人公はスペイン圧政下に

苦しむ植民地の人々の悲惨な生活状況を改善し、

人間としての尊厳と平等を守るために立ち上が

ることが必要であると行動を起こします。が、そ

こにはさまざまな困難が待ち受けていました。こ

の小説には、スペイン人支配階級、特に修道僧の

腐敗や偽善とともに、一般民衆の無知や愚かしさ

も描かれています。いわゆる歴史書ではないので

すが、植民地支配がいかに巧妙でかつ偏見に満ち

溢れていたかが見事に描写されています。リサー

ルは黎明期におけるフィリピン独立運動の旗手、

フィリピンの国民的英雄ともいわれ、この本は現

在もフィリピンの子供達必読の書となっていま

す。 
 私は、それまでいろいろな歴史書を読んでいた

のですが、こんなに魂を揺さぶられる本は読んだ

ことがありませんでした。それは、歴史書がもつ

限界を見事に小説がクリアしたということを意

味していました。そして、植民地の一般民衆が、

宗主国から独立を勝ち取るということはかくも

困難を伴うことであるかを初めて理解したので

す。国家独立への希望とは、生まれた時から自分

を庇護してくれる主権国家が存在している人間

にとって、理解するのが非常に難しい感情である

ことを知ったのはこの本からでした。この本は第

三世界全般に共通する国家独立、自立への希求の

本質を余すことなく伝えています。そして、リサ

ールが訴えたかったことは、専門である中国近現

代史を研究する上で、今も大きな視角を与えてく

れているのです。 
（中国近現代史） 

 

ホセ・リサール『ノリ・メ・タンヘレ―わが祖 
国に捧げる』（勁草書房、1976） 

 
 
Ｋ君の思い出        中村 義実 
 
 私が初めて外国を訪れたのは、今からかれこれ

15 年も前のことである。大学生だった私は、サン

フランシスコ郊外の一家庭に三週間いわゆるホ

ームステイをさせてもらった。滞在中に味わった

数々の異文化体験が私に与えた影響は計り知れ

ないものがあった。それから８年を経て本格的な

アメリカ留学生活に臨んだのも、それらの体験が

あればこその選択であったと思う。今日はＫ君の

思い出を語りたい。Ｋ君とは、私を受け入れてく

れたホストファミリーの息子さんで、当時 10 歳

の利発な小学生であった。 
 当時から教員志望だった私は、ある日ホストフ

ァミリーにアメリカの学校を見学してみたいと

いう願いを申し伝えた。話は簡単に運んだ。ホス

トマザーが、Ｋ君の通う学校の担任の先生に連絡

を取ると、是非どうぞとの答えがすぐに返ってき

た。当日は、Ｋ君と共に登校。先生はさっそくＫ

君に私の学校ガイド役を命じた。授業出席を免除

された彼は、はりきっていろいろな場所を案内し

てくれた。その最中にだが、ある授業中の教室に

突然入りこんだ。まったくの飛び入りであったこ

とは疑いない。いきなりその先生の授業を中断さ

せると、「こちらは日本から来たお客様です。今

日は、アメリカの学校を観察に来ました。」と紹

介したのである。私はあっけにとられ、先生も一

瞬驚いた顔をしたが、先生もさるもの。それはよ

うこそと暖かく私を受け入れてくれた。さらに生

徒たちに質問まで促すと、手は次々と挙がり質問

の嵐。結局、その先生の残りの授業はつぶれてし

まった。これが一度ならず、次のクラス時間にも

別の教室で繰り返された。 
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 サスペンス溢れる学校訪問を私は十分に堪能

した。しかし、Ｋ君のことが心配だった。あとで

先生にこっぴどく叱られなければいいがと。そん

な私の心配をよそに、その日彼は嬉しそうな顔を

して学校から帰ってきた。何やら賞状らしきもの

を私に見せる。それは、“HELPER AWARD”と



銘打ったものだった。そこには、担任の先生によ

るこんな文面が記されていた。“ This award is 
given to K for helping with giving the Japanese 
student a good tour of our school. ”なるほどア

メリカ人の自主独立性はこんな風にして育てら

れるのかと、私はすっかり感服してしまった。

（そしてその文面をすかさずその場でメモした

次第である。）このような異文化ショックを積み

重ねながら、若き日の私のアメリカ信奉度は加速

度的に高まっていったのである。 
 
 さて、そのＫ君に一昨年再会する機会があった。

ある宗教団体のイベントに参加するために、当時

私が滞在していたワシントンＤＣにやってきた

のだ。アパートに招待し、思い出話に花を咲かせ

た。話が進むうちに、彼が今、未婚の「父」とし

て奮闘中であることも知った。事情があって、３

歳の息子を一人で養育しているとのこと。仕事と

学業を交互に繰り返しながら、ようやく大学卒業

間近までこぎつけた段階であった。アメリカの大

学には託児所がついているのが普通だ。日中は子

供をそこに預け大学の図書館で勉強し、夜は子育

てに専念するという。彼は相変わらず堂々として

おり悲壮感はなかった。自立型人間を養成するア

メリカ教育の成果がいかんなく発揮されていた

といえよう。しかし私は同時に、アメリカ人が自

由を享受することの裏側に伴う自己責任の苛烈

さの一例をまのあたりにした思いだったのであ

る。 
       （異文化コミュニケーション） 

 
 
大学で何を学ぶか 
 
国際感覚を磨く        大海 宏 
 
 頂いた題は「国際感覚をいかに磨くか」。「国際

感覚」とは何か。英語だとはっきりする場合が多

いので、先ず和英辞典を引いてみる。唯一見付け

得たのが「国際感覚のある人」という句で、その

訳は“an internationally-minded person”とな

っている。大して助けにならぬ。近くに「国際人」

という語があり参考になるかと思ったが、英訳は

“a cosmopolitan”でやや的外れだ（これは本来、

国家や民族を超えて個人単位の世界市民社会を

夢見る人のこと）。 
 などなど思い悩んでいると、ＮＨＫ衛星テレビ

でヨルダンのフセイン国王葬儀の中継が始まっ

た。世界中から駆け付けた弔問客の顔触れが凄い。

米国からクリントン大統領と３人の前・元大統領、

英国はチャールズ皇太子とブレア首相、欧州各国

の元首・首相。イスラエルはワイツマン大統領・

ナタニエフ首相以下の大弔問団。エジプトのムバ

ラク大統領、パレスチナのアラファト議長らの顔

も見える。驚いたのはシリアのアサド大統領とロ

シアのエリツィン大統領が出席したこと。これら

の顔触れが、ヨルダンの首都アンマンで、故国王

のひつぎに従い、お互いに横に並び前後になりな

がら肩と肩とが触れんばかりの密集体で、墓地に

向かって長々と歩いている。異様ともいえる光景

が続く。 
 葬列の中には、日本の皇太子や小渕首相の姿も

あった。直ぐ思い出したのは、３年余り前、イス

ラエルのラビン首相が暗殺された際の葬儀に当

時の村山首相が国会日程を理由に参列せず、その

「国際感覚」のなさを厳しく非難されたこと。そ

うだ、とテレビを見ながら思う。この眼前に次々

と映し出される世界の指導者を識別でき、特に彼

らの参列を促したそれぞれの国内事情と世界情

勢（「なぜ重病のエリツィンが、なぜ仇敵のアサ

ドまでが」）が明快に絵解きできたら、その人は

「国際感覚のある人」と言っていいだろう。 
 国際感覚を養うための必要条件は、やはり国際

的な知識を十分身につけることであろう。国際的

な知識を手に入れる手段は、「読書」と「見聞」

以外にはあるまい。今日的・時事的な知識の源泉

は新聞である。毎朝毎夕の国際欄・政治欄・経済

欄を読む。欲を言えば、海外の新聞を直接読む。

米英の代表的新聞はほぼリアルタイムで手に入

る。一つだけ、と言われれば私のお薦めは「イン

ターナショナル・ヘラルド・トリビューン」紙だ
※

。日本で印刷して即日配達している。折に触れて

は歴史書も繙きたい。「見聞」については海外旅

行に如くはない。億劫がらずマメに行くこと。 
 外国の新聞を読むことも外国旅行することも、

本来は楽しい筈のものである。だが実際に楽しく

この二つを実行できるには、強烈な知的好奇心と

外国語（とりわけ英語）の腕前を必要としよう。      

（1999 年２月８日記） 
※同紙過去 10 日間のトップ記事を振り返って  
みると、「フセイン国王」３回、「コソボ紛争」

２回、ほかは「クリントン弾劾問題」「フォー

ドのボルボ買収」など各１回ずつである。 
              （国際金融論）  

本当に英語を学びたいの？ 
アラン・ブロンデ 

 
 日本ではあらゆる年齢層の人たちが英語を学

んでいます。ですが、何人の人が本当に自分に役

立つ程度にまで学ぶのでしょうか。もし君が本当

に英語を学びたいなら、その最良の方法は何なの

でしょうか。 
 本当に英語を学ぶことは簡単です。ただ学べば

よいのです。できるだけ多くの方法で、できるだ
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 け多く英語と付き合いなさい。ということは、ど

の英語の授業でも進んで参加することで、授業を

最高度に利用することです。教師に何もかもさせ

てしまう受け身の学習は、あまり君のためになり

ません。けれども授業の参加ということはほんの

第一歩にすぎません。授業外で英語の教師に近づ

いたらいかがでしょう―授業の後で、昼食時に、

研究室で、その他先生と自分の時間があいている

時に英語でおしゃべりすることです。あるいは、

語学を本当に学びたいと思っている友人との間

で英語を試用してみたらいかがでしょう。 

「スポーツと健康」群から  久島 公夫 
 
 新入生諸君、諸君は大学生活のスタートライン

に立って、これからの４年間をどのように過ごそ

うと考えているのでしょうか。これまでに立った

スタートラインでは、とりあえず受験という重し

がのしかかっていたので、なかなか将来の進路や

生活のことまでゆっくり考える余裕がなかった

かと思います。でも、今度のスタートに際しては、

多分将来の自分を意識しながら第一歩を踏み出

そうとしていると想像されます。  テレビの英語番組を利用することも役に立ち

ます。ＮＨＫは定期的に英語番組を提供していて、

二重音声テレビを使えば毎日英語のニュースそ

の他の番組が聞けます。 

 私の担当するスポーツと健康群の授業、「スポ

ーツ健康科学」と「スポーツ実習」は、諸君がこ

れから始まる大学での生活や社会に出てからの

生涯にわたる生活を、健康に過ごすことができる

ようにということを目標にしています。ですから、

非常に実生活と関連の深い実践的な授業です。ス

ポーツをして身体を動かすことは、仕事やレクリ

エーション、日常生活動作などに必要な生活体力

の予備能や運動調節能力の向上、心臓病、脳卒中、

糖尿病などの生活習慣病の予防、ストレスの解消

などを通して健康の保持増進に大きな効果を発

揮します。スポーツ実習の授業の中で、まずは受

験によって低下した体力の回復を図り、そして、

生涯にわたる日々の生活の中にスポーツや身体

運動を取り入れて、積極的に健康づくりをしてい

こうとする気持ちを養ったり、そのための技術や

方法を体得したりして欲しいと思っています。 

 読むことは楽しんでいますか。語学学習者向け

の特別にやさしい版で、英語の小説の１冊に手を

伸ばしてみたらどうでしょう。本学図書館の書架

にありますよ。それとも、君が上級だったら、図

書館にある英語の新聞「ジャパン・タイムズ」か、

何種類かの英語の雑誌の中から１日に１記事を

読んでみたらどうでしょう。 
 君がコンピュータをもっていたら、インターネ

ットと親しんだらどうでしょう。英語による情報

の世界が広がりますし、英語のＥメール友だちだ

ってできるかもしれません。 
 最後に（と言って、一番つまらないということ

では決してありませんが）、本当に英語を学びた

い人は、海外へ行くことを真剣に考えるべきです。

現在敬和学園大学が提供している、アメリカ・イ

ギリスで勉強する短期留学プログラムの一つに

参加することから始めてみたらどうでしょう。そ

のあとでは、独りであるいは友人と、どこかの国

へもっと長い旅行をすることを思いめぐらすこ

とができます。１日 24 時間、１週７日間の英語

の体験が得られるというわけです。 

 従って、授業では技術や記録の優劣はあまり問

題ではなく、実際にグランドや体育館で活動する

ことと、スポーツや運動を実践することへの積極

的な意欲や態度が大切になります。ところが、運

動をすると疲れるし、汗は出るし、お腹は空くし

で、日常生活の中に運動を取り入れることはなか

なか難しいことです。そんな中で、何がスポーツ

や運動を続けさせる引き金になるかといえば、や

はり、楽しさとか自分の能力を高めたいという欲

求だと思います。スポーツは楽しく、そして結果

として健康増進効果がついてくると考えたほう

がよいでしょう。しかし、スポーツ本来の楽しさ

はゲームを通して実感されるので、ゲームができ

る程度の技術レベルは必要です。スポーツのゲー

ムではそんなに高い技術がなくても、そのレベル

に応じた楽しさがありますし、ゲームを通して技

術もまた向上していきます。授業ではゲームがで

きる程度までは技術練習をしますが、後はゲーム

が中心になります。是非、学生の間に高齢まで楽

しく続けることのできるスポーツや運動を見つ

けてください。         （スポーツ健

康科学） 

 前に言いましたように英語を学ぶことは簡単

です。君がこれらのことを全部実行するなら、確

実に英語を学ぶことになるからです。ただ簡単だ

ということには、一つの
・

わ
・

なが存在します。何か

を学ぶことは運にまかせてやってみるというこ

とです。ということは、よろこんで誤りを犯す、

しかもたくさんあやまりを犯すということです。

ということは、自分に信頼をおいて、あやまりは

進歩に伴う不可欠の一部だ位に考えることです。

したがって本当に英語を学ぶ第一歩は、君の恐怖

におさらばすることかもしれません。気を楽にし

て…深呼吸をして…それ跳び込め。「水加減は

上々」だぜ！！！  
（英文学．○翻訳・文責：淺野 幸穂） 

 
希望者に原文（英文）コピーを差し上げます。  
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ことば、生き方への関心 「課題図書」をめぐって 
 上野 恵美子 
｢感想文｣と｢レポート｣の間  山田 耕太  
                今年度から推薦入学試験の合格者に対して、大

学に入学する前に読書課題を出し、提出されたレ

ポートを添削して返して、入学前に事前指導する

ことになった。 

 今年度から推薦入学者に対して、入学前の時間

を用いて読書課題を課し、教員が添削して返却す

る制度を導入しました。これは来年度のカリキュ

ラム改革で導入される予定の基礎演習への導入

教育を一年早めて始めたものです。高校の補習教

育にもなります。本学の専任教員が読書課題にふ

さわしい新書や文庫などを百冊選び、「敬和百冊

の本」というブックリストを作成しました（この

ブックリストとそれに掲載されている本は図書

館にあります）。その中から、一冊を選んで 400
字詰め原稿用紙５枚程度で、内容の要約やそれに

対する意見などを書いてもらいました。 

 本学教員が推薦する図書（新書や文庫など比較

的平易で入手しやすいものを中心にした）で「敬

和100冊の本」というブック・リストを作成した。

合格者には、この中から、大学で学びたいこと、

あるいは自分が関心がある点などの基準で一冊

の本を選んで読んでもらい、本の内容を要約し、

自分の意見（著者に同感した点、疑問に思った点、

批判的に考えた点、気づいた点など）を 2000 字

程度で書いてもらった。ここではそのうち４名の

教員がコメントした 44 名分について触れたい。  推薦入学生 101 名の選んだ本は、第一印象とし

て本学のキリスト教主義と国際主義という教育

理念を象徴的に反映しています。一番多く選ばれ

た本は、三浦綾子『塩狩峠』（11 名）でした。遠

藤周作『イエスの生涯』（８名）、鈴木孝夫『日本

語と外国語』（８名）、ジャン・ジオノ『木を植え

た男』（７名）、鈴木孝夫『言葉と文化』（５名）、

辺見庸『もの食う人々』（５名）、大平健『やさし

さの病理』（５名）と続きます。他に２、３名が

選んだ本が 10 冊以上あります。また、難しい課

題に挑戦した学生もいます。 

 最も多くの生徒が選んだのは、鈴木孝夫『日本

語と外国語』で９名。同じ著者の『ことばと文化』

も５名。西村肇『サバイバル英語のすすめ』、酒

井邦秀『どうして英語が使えない』、平野敬一『マ

ザー・グースの唄－イギリスの伝承童謡』がそれ

ぞれ２名。大内博『コミュニケーションの英語』

が１名。言語－殊に外国語－と文化に関する分野

を選んだ人は相当の数になり、外国語教育を重点

のひとつとする本学に入学する人たちの関心の

持ちようとしては嬉しい。 
 文学作品では、ジャン・ジオノ『木を植えた人』

が最も多く７名、サン・テクジュペリ『夜間飛行』

が４名、『オー・ヘンリー傑作選』が３名。ゲー

テ『若きウェルテルの悩み』、ヘルマン・ヘッセ

『デーミアン』がそれぞれ１名。その他、武田清

子『わたしたちと世界』が２名、エーリヒ・フロ

ム『生きるということ』、古厩忠夫『裏日本』、竹

田青嗣『ニーチェ』が１名。人生や世界について

の関心が窺える。赤井英和『英和辞典』が２名。

ただしこれは、このタイトルが通常用いられてい

る種類の本にはあらず。 

 全体として、一人一人の学生がそれぞれ新しい

世界と出会い、新鮮な印象や感想や意見を述べて

いることを印象づけられました。しかし同時に、

レポートと感想文の違いを大学教育の早い段階

で知り、レポートの書き方を身につける必要があ

ることをも知らされました。また辞書を丹念に引

いて、漢字を確かめる習慣を身につける必要もあ

ります。 
 大学での最も大きな仕事の一つは、授業で出さ

れる課題レポートを書くことであると思います。

課題図書を読み、その内容の要点をまとめ、それ

に対する自分の見解を述べて書くことを数多く

繰り返し、やがては自分で見出した課題に、自分

で資料を集めて、自分の得た結論に導くことがで

きるようになり、卒業論文という形にまとまりま

す。今回の読書課題は、このような一連の過程の

前段階にあたります。 

 普段からよく本を読んでいるとは言えない人

は、読むこと自体に相当の努力を要したであろう

し、レポートの書き方－どんなことについてどん

な構成で書けばよいのか－がわからない人も多

かっただろう。しかしどのレポートも、真摯に取

り組み、何かを発見し、新たに関心を覚えたこと

が窺えて嬉しい。これをきっかけに、大学入学後

にさらに知的探求心を発展させて欲しいし、教員

はこれに応えたい。なお、次のカリキュラム改定

では、本の読み方・レポートの書き方などの習得

のために「基礎演習」という科目を導入する予定

である。    （英語学） 

 「人生は出会いで決まる」と言います。在学中

の四年間に多くの友や師と出会うことでしょう。

本も人と同じです。その多くは過去の人のもので

す。この四年間に自分の課題を見出すことができ、

数多くの本の中から、自分が出会うべき本と出会

うことができることを祈ります。 
 （キリスト教学） 
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新着図書  
総記･全集 「丸山眞男座談９」◇「福田陸太郎

著作集４～６」◇「家永三郎集４･15」◇「丸山

眞男講義録７」◇青木保他編「情報社会の文化１」

◇西川直子「クリステヴァ―ポリロゴス」◇田島

正夫編「朝日年鑑 1998―１･２」◇篠原資明「エ

ーコ―記号の時空」 
宗教･哲学 速水侑「地獄と極楽―『往生要集』

と貴族社会」◇立川武蔵「密教の思想」◇田中浩

「イギリス思想叢書３ ホッブズ」◇野家啓一他

編「岩波新･哲学講義７･別巻」◇「プラトン全集

９～12」◇ミルチア･エリアーデ「世界宗教史４

―諸世界の邂逅から現代まで」◇ハインリヒ･ゾ

イゼ「永遠の知恵の書／真理の書／小書簡集 」
◇エリザベート･ゴスマン他「女性の視点による

キリスト教神学事典」◇富坂キリスト教センター

編「近代日本のキリスト教と女性たち」◇森本あ

んり「現代に語りかけるキリスト教」◇ケヴィン･

J･ヴァンフーザー「聖書の物語とリクール哲学」

◇東京基督教大学共立基督教研究所「大学とキリ

スト教教育」◇倉松功他編「知と信と大学―古屋

安雄古希記念論文集」◇明治学院大学キリスト教

研究所「私にとってのキリスト教―学問と信仰」

◇ M･アダス＝ルベル「旧約聖書の世界」◇並木

浩一「人が孤独になるとき」◇「ウィリアム･ジ

ェイムズ著作集１～７」◇関根正雄編「旧約聖書

外典 上下」◇「Ｃ･Ｓ･ルイス宗教著作集１～７」

◇矢内原忠雄「聖書講義１～８」◇藤田昇吾「西

洋思想の源流と展開」◇「下村寅太郎著作集２～

12」◇「アウグスティヌス著作集 17･18」◇カー

ル･バルト「創造論１～４」◇同「神論１～２」

◇同「和解論１～４」◇同「神の言葉１～２」◇

今井雅晴「捨聖一遍」◇J.モルトマン「創造にお

ける神―生態論的創造論」◇同「イエス・キリス

トの道―メシア的次元におけるキリスト論」 
歴史 市古貞次他編「国書人名辞典４ は－わ」

◇網野善彦他「シンポジウム日本の考古学５」◇

倉本一宏「奈良朝の政変劇―皇親たちの悲劇」◇

渡辺守順「比叡山延暦寺―世界文化遺産」◇金谷

匡人「海賊たちの中世」◇岸本美緒「東アジアの

『近世』」◇大貫良夫他「世界の歴史１･13･22･24」
◇大場喜代司他編「図説 新発田･村上の歴史」◇

児玉幸多監修「山形県の歴史」◇同「山梨県の歴

史」◇吉村作治編「アーキオ５」◇尾形勇他編「歴

史学事典６」◇前川和也他「岩波講座世界歴史２･

９･12･15」◇山本秀行「ナチズムの時代」◇坂本

多加雄「日本の近代２」◇黒板勝美編「新訂増補

国史大系９･16･36･41～44」◇尾形勇他編「20 世

紀の歴史家たち３」◇佐藤次高他編「地域の世界

史６」◇姜在彦「増補新訂朝鮮近代史」◇「ムハ

マド･ユヌス自伝―貧困なき世界をめざす銀行

家」◇ロバート･スレイター「ソロス」◇吉村作

治編「アーキオ６」◇三上一夫「横井小楠―その

思想と行動」◇尚樹啓太郎「ビザンツ帝国史」◇

金関恕他編「古代史の論点５」 
United States. Dept. of Commerce, Statistical 
Abstract of the United States 1998. 
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社会科学 杉本良男「暮らしがわかるアジア読本  
スリランカ」◇杉村和子「女の歴史５ 二十世紀

２」◇福田アジオ他編「講座日本の民俗学１」◇

「柳田國男全集７･８･16･17」◇服藤早苗「平安

朝―女性のライフサイクル」◇ 山本武利「特務

機関の謀略―諜報とインパール作戦」◇深尾光洋

「金融用語辞典 新版」◇工藤秀幸編「経営用語

辞典」◇佐伯胖他編「岩波講座現代の教育９･12」
◇渡部忠世他「もち（糯･餅）」◇戸部良一他「日

本の近代９･10」◇「教育アンケート調査年鑑

1998 下」◇北原糸子「磐梯山噴火―災異から災

害の科学へ」◇経済企画庁編「国民生活白書 平

成 10 年版」◇林大他編「法律類語難語辞典 新版」

◇東京大学社会科学研究会編「20 世紀システム

６」◇鈴木裕子編「日本女性運動資料集成 別巻

―日本女性運動史人名事典」◇「本田安次著作集

17」◇原宗子他執筆「日中文化研究 14･15」◇中

内敏夫「教育思想史」◇倉松功他「キリスト教大

学の新しい挑戦」◇福田菊「国連とＰＫＯ―『戦

わざる軍隊』のすべて 第２版」◇浅野一郎編「国

会事典―用語による国会法解説第３版増補版」◇

道垣内正人「自分で考えるちょっと違った法学入

門 新版」◇福島瑞穂他「セクシュアル･ハラスメ

ント新版」◇堀尾輝久他編「平和･人権･環境―教

育国際資料集」◇有澤知子他「法と社会生活 改
訂版」◇日本弁護士連合会「国際人権規約と日本

の司法･市民の権利―生活に活かそう国際人権規

約」◇国際女性の地位協会編「女性の権利―ハン

ドブック女性差別撤廃条約」◇横田洋三編「国際

法入門」◇大野正男「社会のなかの裁判」◇根井

雅弘「経済学の歴史」◇K･ポランニー「人間の経

済 Ⅰ･Ⅱ」◇「高坂正尭著作集１」◇ルイ･デュ

モン「個人主義論考―近代イデオロギーについて

の人類学的展望」◇井ノ口淳三「コメニウス教育

学の研究」◇田中宏「社会と環境の理論―社会・

環境関係の構造と動態」◇大久保一徳他「新版 女
性と法」◇古屋安雄「大学の神学―明日の大学を

めざして」◇W･D･グライネルト「ドイツ職業社

会の伝統と変容―職業教育のドイツ的システム

の歴史･組織･展望」◇日本法哲学会編「20 世紀の

法哲学」◇後藤弘子「法のなかの子どもたち」◇

坂井健吉「さつまいも」◇伊藤良徳他「くらしの

相談室―消費者トラブルＱ＆Ａ」◇J･デューイ他

「学校と社会･子どもとカリキュラム」◇薮内清

「中国の科学文明」◇ＵＮＤＰ（国連開発計画）

「人間開発報告書 1998―消費パターンと人間開

発」◇日本経済新聞社編「株式用語辞典」◇丸山

惠也他編「アジア経済圏と国際分業の進展」◇鈴



木克美「珊瑚（さんご）」◇多賀出版編集部編「英

和経済学用語辞典」 
OECD Economic Outlook 64, December 1998; 
IMF, Direction of T ade Statistics Y arbook  
1997; Hapke, Laura, Daughters of the Great 
Depression: Women, Work, and Fiction in the 
Ame ican 1930s.   
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自然科学一戸良行他「環境と生態―人間と地球」 
技術･工学久保田晃弘「消えゆくコンピュータ」

◇安井至「市民のための環境学入門」◇瀬戸昌之

他「文化系のための環境論・入門」◇高橋裕他編

「岩波講座地球環境学４･９」◇土佐昌樹「イン

ターネットと宗教―カルト･原理主義･サイバー

宗教の現在」◇堀内行蔵編「地球環境対策―考え

方と先進事例」◇松信八十男「地球環境論入門 」
◇運輸省海事法規研究会編「最新海事法規の解説 
23 訂版」◇水越伸「デジタル･メディア社会」 
産業佐藤次高「イスラームの生活と技術」◇並木

正吉「欧米諸国の栄養政策」  
芸術長谷部楽爾監修「故宮博物院８･13」◇小川

裕充他責任編集「世界美術大全集  東洋編５･14･
15」◇佐々木邦世「平泉中尊寺―金色堂と経の世

界」◇南和男「幕末維新の風刺画」◇アンヌ･デ

ィステル「ルノワール―生命の讃歌」◇アレッサ

ンドロ･ヴェッツォシ「レオナルド･ダ･ヴィンチ」

◇河竹繁俊「概説日本演劇史」◇大塚野百合「賛

美歌と大作曲家たち―こころを癒す調べの秘密」 
語学篠沢秀夫「入門フランス語」◇長尾真他「岩

波講座言語の科学８･10」◇「英語年鑑  1999 年

版」 
文学「坂口安吾全集 10～13」◇「吉川幸次郎全

集 14～17」◇川村湊「文学から見る『満洲』―

『五族協和』の夢と現実」◇永瀬春男他訳「ユー

トピア旅行記叢書５ ヨーロッパ精神の危機の

時代３」◇久保田淳他校注「新日本古典文学大系

38･別巻２」◇木田元「哲学以外」◇ウォルィン

スキー「ドストエフスキイ」◇「マーク･トウェ

インコレクション 11A･B  西部放浪記 上下」◇

「筑摩世界文學大系１～89」◇長谷川潮「日本児

童文化史叢書 21」 
Gura, Philip F., The C ossroads of American 
History and Literature; Grewal, Gurleen, 
Circles of Sorrow, Lines of Struggle: The 
Novels of Toni Morrison; Browning, Robert, 
The Complete Works  of  Robert Browning, 
with Variant Readings & Annotaitons 16. 
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新書･文庫 プレハーノフ「歴史における個人の

役割」◇ベルンハイム「歴史とは何ぞや」◇ラン

ケ「世界史概観―近世史の諸時代」◇デューイ「民

主主義と教育 上下」◇田辺繁子訳「マヌの法典」

◇徳冨健次郎「謀叛論」◇バーネット「プラトン

哲学」◇W･ジェイムズ「プラグマティズム」◇

ディドロ「ダランベールの夢  他四篇」◇平田篤

胤「霊の真柱」◇「対訳ワーズワス詩集」◇「対

訳ディキンソン詩集」◇ルソー「政治経済論」◇

犬丸義一校訂「職工事情 上中下」◇マックス･ヴ

ェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の

『客観性』」◇ベルクソン「思想と動くもの」◇

林屋永吉訳「コロンブス航海誌」◇エドワード･

サピア「言語―ことばの研究序説」◇H･J･ラスキ

「近代国家における自由」◇ポアンカレ「科学の

価値」◇シューマン「音楽と音楽家」◇鈴木俊郎

編「内村鑑三所感集」◇ヴィーコ「学問の方法」

◇シュヴァイツェル「イエスの生涯―メシアと受

難の秘密」◇辻直四郎訳「アタルヴァ･ヴェーダ

讃歌― 古代インドの呪法」◇アリストテレス「ア

テナイ人の国制」◇ルナン「イエス伝」◇エンゲ

ルス「イギリスにおける労働者階級の状態 上」

◇井筒俊彦「イスラーム哲学の原像」◇山内昌之

「イスラームと国際政治―歴史から読む」◇森島

守人「陰謀･暗殺･軍刀―一外交官の回想」◇同「真

珠湾･リスボン･東京―続一外交官の回想」◇藤間

生大「埋もれた金印―日本国家の成立」◇山根銀

二「音楽美入門」◇椎名誠「活字博物誌」◇林屋

辰三郎「歌舞伎以前」◇絲屋寿雄「管野すが―平

民社の婦人革命家像」◇茂山千之丞「狂言役者―

ひねくれ半代記」◇林茂「近代日本の思想家たち

―中江兆民･幸徳秋水･吉野作造」◇今村仁司「近

代の労働観」◇小野善康「景気と経済政策」◇F･
G･ケニオン「古代の書物」◇関屋晋「コーラスは

楽しい」◇葛野浩昭「サンタクロースの大旅行」

◇富岡儀八「塩の道を探る」◇名取洋之助「写真

の読みかた」◇笠原嘉「精神病」◇石弘之「地球

環境報告２」◇斎藤忍随「知者たちの言葉―ソク

ラテス以前」◇中沢孝夫「中小企業新時代」◇山

本ひろ子「中世神話」◇川崎庸之「天武天皇」◇

脇村義太郎「東西書肆街考」◇船橋洋一「同盟を

考える―国々の生き方」◇橘木俊詔「日本の経済

格差―所得と資産から考える」◇小倉金之助「日

本の数学」◇吉川幸次郎「人間詩話」◇同「続人

間詩話」◇光野有次「バリアフリーをつくる」◇

深田久弥「ヒマラヤ登攀史 第２版」◇丸山真男

他「 翻訳と日本の近代」◇森田誠吾「明治人も

のがたり」◇服部之総「明治の政治家たち 上下」

◇大牟羅良 
「ものいわぬ農民」◇矢内原忠雄「余の尊敬する

人物」◇同「続余の尊敬する人物」◇小川和男「ロ

シア経済事情」◇アルマ･マーラー「グスタフ･マ

ーラー―愛と苦悩の回想」◇遠山柾雄「沙漠を緑

に」◇日本経済新聞社編「コンピュータ用語辞典」

◇同「会計用語辞典」◇同「金融証券英語辞典」

◇同「流通用語辞典」◇日本不動産研究所編「不

動産用語辞典」◇広海孝一他編「保険用語辞典」

◇西澤脩「図説会計事典」◇有永弘人訳「ロラン

の歌」◇カール･マルクス「ルイ･ボナパルトのブ
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リュメール 18 日」◇シュムペーター「租税国家

の危機」◇J･S･ミル「女性の解放」◇ジョージ･

オーウェル「オーウェル評論集」◇トーマス･ペ

イン「コモン･センス 他三篇」◇テンニエス「ゲ

マインシャフトとゲゼルシャフト―純粋社会学

の基本概念 上下」◇薮内清「中国の科学文明」

◇ロデリック･F･ナッシュ「自然の権利―環境倫

理の文明史」◇福原麟太郎「チャールズ･ラム伝

―現代日本のエッセイ」 

文学 高杉良「小説 日本興業銀行 前後編」◇同

「祖国へ、熱き心を―東京にオリンピックを呼ん

だ男／いのちの風―小説日本生命」◇若月忠信

「文学の原風景」 

 

 
事務室の窓から 

 

▽学事暦がまためぐって、学園に新学期を迎えた。

大学にとって１年でもっとも心ふるえる季節で

ある。ただしそれは、新入生たちが自分から学ん

でいくという大学での活動スタイルに早くなじ

んで、うまく軌道に乗ってくれるか、という期待

と不安が教師の胸に入りまじる季節でもある。大

きくは、21 世紀の主役になるはずの若者たちに、

言われているような知的衰えが拡がっているの

ではないか、そうさせてはならぬ、と今さらに決

意する季節でもある。 

◇J･ペリカン「イエス像の二千年」 
寄贈図書 
哲学･宗教 瀬里廣明「幸田露伴と安岡正篤―東

洋と西洋」◇同「露伴の修省論を読む―易経と旧

約聖書」◇日本キリスト教団四條町教会「共に生

きる―創立 110 周年記念誌」◇日本基督教団本庄

教会「本庄教会―教会設立 100 周年を記念して」

◇日本キリスト教団新潟信濃町教会「新潟信濃町

教会十年史」◇日本キリスト教団燕教会「創立五

十周年記念―今しもヨベルの年こそ来つれ」◇同

「創立六十周年記念―主の道を備えよ」◇日本基

督教団小出教会「創立八十周年記念文集」◇村上

龍他「『超能力』から『能力』へ」◇新島学園女

子短期大学新島文化研究所「アメリカン・ボード

宣教師文書―上州を中心として」◇「求道者寺田

博 １下」      

▽本誌が昨年につづき「新入生歓迎特集」を組ん

だのはまさに上記の理由からである。全篇これ

「知へのいざない」と言ってよいが、特に巻頭で

北垣学長は、学生時代の体験に即して読書論を展

開された。実感では、今の学生には「１月１冊」

でもなかなかりっぱと思える位だが、息つぐ間も

なく自分に課したノルマをこなして行く緊張関

係を持続するには、やはり「１週１冊」が最適の

目標と言えようか。 

歴史 長岡市史編集委員会編「長岡市史双書１～

37」◇長岡市編「長岡市史通史編  上下」◇同「長

岡市史資料編１～５･別編」◇同「長岡の文化財」 ▽「研究生活の途上で」では、４人の先生方が、

様ざまな環境下で自分の今の学問にめぐり合っ

た体験を語っておられて、学生諸君は親しみを覚

えるであろう。かんじんの自分たちが何をいかに

学んだらよいかについては、国際感覚、語学（英

語）、スポーツ健康の３分野を取り上げて助言を

いただいた。最後は今年度から推薦入学者に限り

実施されることになった「課題図書」レポートの

論評である。 

社会科学 ホクギン経済研究所「北越銀行史―120
年のあゆみ」◇『青山学院 120 年』編集委員会「青

山学院 120 年―1874～1994」◇管井吉郎「共愛

学園七十年史」◇共愛学園百年史編纂委員会編

「共愛学園百年のあゆみ」◇同「共愛学園百年史  
上」◇「栄光を神に―徳田美智子牧師遺稿集」◇

「毛沢東語録」 
Yuichiro, Nagatomi, Masayoshi Ohira's 
Proposal To Evolve the Global Socie y. t ▽これを届ける今、編集者の胸にあるのは、ちゃ

んと読んで受け止めてもらえるか、という祈るよ

うな気持ちである。                  (As) 

技術･工学電力中央研究所編「人類の危機トリレ

ンマ―エネルギー濫費時代を超えて」◇大朏博善

「電磁波白書」  
芸術◇唐津東流「日本人の西洋音楽―音楽を通し

ての西洋文化論」◇「新潟の風貌 にいがたを代

表する 100 人―加藤僖一写真集」 

 

 

本学図書館のシステム 
本学図書館は開架式ですから自由に書架から手に取って見られます。ただし、製本雑誌は一部を除い

て閉架書架にあります。普段は鍵がかかっていますので、利用希望者は図書館員に申し出て下さい。 

雑誌コーナーにはソファーが備えてあり、くつろいで雑誌や新聞を読むことができます。ビデオコー

ナーでは、話題になった洋画や教材のビデオを見ることができます。他のビデオを持ち込んで見ること
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もできます。パソコンは 10 台が設置されており、開館時間内は自由に使えます。何かわからないこと

があれば遠慮なく図書館員に相談して下さい。 

 

コンピュータによる管理 
本学図書館は１９９５年に機械化され、すべてコンピュータで管理しています。現在所蔵する約３万

６千冊の図書･製本雑誌にはバーコードのついているラベルが貼られています。一方、学生の皆さんが

携帯する学生証の裏にも一人ひとり違うバーコードが印刷されています。 

 

検索方法 
 利用者の皆さんの必要な資料の有無や配架場所は、図書館出入口にある２台およびニューエル館（図

書館奥の部分）にある１台の検索機で調べることができます。書名が全部わからなくても、キーワード

を入力すれば該当する資料を呼び出してくれます。著者名で検索する時も、苗字（又は名前）だけしか

わからなくても、該当する人名を呼び出してくれます。 

検索機を使うことは、とても便利ですし、操作方法もとても簡単なので、まずは恐がらずにさわって

みて下さい。（詳しい操作方法は「図書館利用案内」にのっていますが、図書館員に気軽に聞いて下さ

い。） 

資料は日本十進法による分類順に和書・洋書混合配架されていますが、新書･文庫は別に専用の書架

に配架されていますので注意して下さい。（ただし例外的に分類順の配架になっている新書・文庫もあ

ります。） 

 

貸出・返却手続き 
 前に説明したバーコードで学籍番号･利用者名を呼び出しますので、資料等を借りる時は、学生証も

一緒に貸出カウンターに差し出して登録手続きをして下さい。もし無断で持ち出しますと、白いアーチ

型をしたゲート（盗難防止機）のブザーが鳴ります。返却する時も同様に学生証を一緒に出して下さい。 

         貸出冊数：１～３年生は３冊、４年生は５冊（卒論作成のため）。 

         貸出期間：１～３年生２週間、４年生４週間です。 

         ペナルティ：限られた図書を多くの人に有効利用してもらうために、 

               期間を超過した人には１日 100 円の延滞料を負担していただきます。 

 

めざす資料がないとき 
 本学の図書館に目的の資料がない場合は、 

①時間的に余裕があれば、所定の用紙で購入希望図書のリクエストができます。 

②他大学図書館に文献複写を依頼することができます。 

③他大学図書館を訪問（閲覧のみ）することができます。紹介状が必要ですので２日前に申し出て下  

 さい。（新潟大学附属図書館は、閲覧はだれでも自由です。） 

④国立国会図書館（東京）からは、複写だけでなく資料を借りることもできます。 

⑤県立図書館とオンライン化しているので、県立図書館の所蔵状況がわかります。 

⑥近い将来、学術情報センターを通して全国の図書館から必要資料を所蔵検索することが可能になる  

 予定。 
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