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大学図書館へようこそ大学図書館へようこそ
　皆さんは、学生生活の中でどのくらい図書館を利用するでしょうか。本学では皆さんに大学の図書館を十分に活用して、
充実した学生生活を送っていただきたいと考えております。それでは、大学の図書館とはどういった特色があるのか簡単に
述べてみましょう。

・大学図書館へようこそ
・新着図書の紹介
・新着資料の紹介

・推薦図書
・図書館からの報告とお知らせ
・2014年度図書館関係会議・研修会等報告

　本学図書館は、日本カトリック大学連盟図書館協議会及び東北地区大学図
書館協議会に所属しており、大学図書館間相互の連携によって利用者への利
便性を図っています。
　日本カトリック大学連盟図書館協議会は、全国18校のカトリック大学の図書
館で構成されており、加盟館の発展や情報交換・相互協力を目指しています。
2014年度の総会及び実務研究会は、藤女子大学で2014年6月27日(金)に開
催されました。今回は藤女子大学人間生活学部教授伊井義人氏「教員への道
は「ポップ作りから！」」と題する講演が行われ、教職課程の取り組みとして、教員が
図書館と連携して授業の中で学生にポップ作りを実践させているという事例が
報告されました。

（１）朗読会
　2014年10月26日(日)、大学祭の図
書館企画の一つとして、フリーアナウン
サーの長野淳子氏を迎えて『赤毛のア
ン』や村岡花子に関連した図書の朗読
会を開催しました。長野氏はフリーアナ
ウンサーの他に各種イベントの司会を
されたり、演劇の役者や朗読家として
も幅広くご活躍されている方です。
　当日は、図書館の2階を会場として30名ほどの方にご参加いただきました
が、「すごく声が通ってききやすかったです」「声の幅が広くてただの読みきか
せではなく、引き込まれるようでした」などの声に代表されるように、楽しかっ
たという感想をたくさんいただきました。

（２）図書検索ミステリーツアー

○専門的資料

　大学の図書館は、小説等の読み物と違って、各大学の学部

や学科の構成に合わせた専門的な資料を多量に揃えておりま

す。最近はインターネットの発達に伴って、わざわざ図書館に行

かなくてもパソコン等で資料を検索したり、全文を閲覧できる

場合もありますが、実際、図書館で同分野の資料が並んでいる

様子を見ると、目的の資料の他にも色々な資料が目に入りま

す。大学図書館は多数の資料を揃えることで、利用者にその専

門分野でのいろいろな選択の幅を広く与えるということができ

るのです。

○他の機関との連携

　本学図書館は、蔵書目録のデータ化により資料の検索が可

能になっております。また、国立情報学研究所が中心となって、各

大学図書館の所蔵資料をデータベース化してあり、どの図書館

がどれ位必要な資料を所蔵しているかがわかるようになってい

ます。利用者が自館の所蔵していない資料を利用したいときに、

相互貸借や文献複写等で取り寄せることもできます。国・公・私

立大学図書館協会や各地域の大学図書館等、横のつながりも

深く、各大学図書館間の連携によって利用者の利便性をはかっ

ています。

○データベース

　データベースとは、例えば住所・電話番号といったような様々

なデータを一定のルールに基づいて蓄積し、必要に応じて取り

出せるようにしたものです。ほとんどの大学図書館が、オンライ

ン上で利用できるデータベース管理システムと契約を結び、利

用者に提供しています。

　図書館では、「聞蔵IIビジュアル(朝日新聞)」「河北新報デー

タベース」といった新聞系データベース、「ジャパン・ナレッジ」に

代表される知識・情報系データベース等を導入しております。

○電子ジャーナル

　電子ジャーナルとは、雑誌を電子化してインターネット上で

閲覧できるようにしたものです。全文を電子化しているので、論

文や雑誌記事の本文の語句からも検索することができたり、図

書館でなくても学内ならインターネットにつながったパソコンで

閲覧できる、といったメリットがあります。　　

　図書館のホームページから、数種類の洋雑誌の電子ジャー

ナルと日経BP社が発行している雑誌の記事が見られる｢日経

BP記事検索サービス｣が利用できます。

○学習支援

　本学の人間学部は、4つの学科に分かれており、図書館はそれ

ぞれの学科に関連した専門書や資料を揃えております。また、図書

館検索ツアーを行うことによって、図書館の使い方や検索の仕方

を紹介したり、教員と協力して授業との連携をはかったり、年数回

のデータベース講習会を通してレポートや卒論の作成に役立つ

データベースの解説を行ったりしています。本学図書館は、学生の

能動的な学習である「アクティブ・ラーニング」を応援する形で学習

支援に貢献しています。

○図書館の概要

　図書館は、大学の敷地の一番北側にあり、3階建ての独立棟

となっております。各階の廊下部分に2台ずつの検索用パソコン

があり、その他にも机上に無線LAN仕様のパソコンが13台あり

ます。3階には全部で8台のAVブースコーナーがあります。2014

年4月にサーバーを含むすべてのパソコンとAVブースの機器を

更新して、検索等のスピードアップ及びブルーレイ・ディスクの視

聴等が可能になりました。また、学生証を使って、入館ゲートを

開いたり自動貸出機で貸出しを受けることもできます。

（３）データベース講習会
　2014年度は、図書館で導入され
ているデータベースのうち、「ジャパン・
ナレッジ」に関して外部から講師を呼
んで2回の講習会を行いました。「ジャ
パン・ナレッジ」は総合系知識データ
ベースで、「日本大百科全書」や「ラン
ダムハウス英和大事典」をはじめ、各
種の辞書や「会社四季報」の記事等
が一括して検索できます。確かな裏づけに基づいた記述が取り入れられ、
日々 更新を続けているので、活用の仕方を覚えて、是非、レポート等に使っ
ていただきたいデータベースです。前期は健康栄養学科の2年生の授業、
後期は国際教養学科3年生のゼミと連携して、講習会を開きました。

（４）話題の図書コーナー

（1）図書館検索ツアー
　図書館では、新入生入学時のオリエンテーションで、図書館の簡単な
ガイダンスを行っています。また、図書館の使い方を実際にスタッフが館
内を案内して説明する、「図書館検索ツアー」をほとんどの学科の導入時
教育で行っております。図書館検索ツアーでは、図書館に導入されてい
るデータベース等の使い方も解説しておりますが、ゼミ関連の申し込みで
は、その学年に応じた、さらに詳しい使い方も指導しております。その他にも
申し込みがあれば、図書館検索ツアーを常時受け付けています。2・3人の
グループでも、また希望があれば、一人でもかまいませんので、図書館の
受付カウンターに気軽にお申し込み下さい。

　本学では、宮城県美術館・仙台市博物館のキャンパスメンバーズに加
入しております。キャンパスメンバーズとは、学生や教員に美術や歴史・文化
等について、親しむ機会をより豊かにすることを目的とし、大学、短期大学、
高等専門学校等の学生及び教職員を対象とした、会員制度のことです。
　特典として、常設展の無料観覧があります。キャンパスメンバーズ加入
期間中は、無料で何度でも観覧できます。また、年4回程度、開催される特
別展の全てを、加入期間中は半額で観覧できます。入館する時に学生証
または教職員証を提示することで特典が受けられますので、是非ご活用
下さい。

（２）キャンパスメンバーズ

朗読中の長野氏

データベース講習会

　図書館の2階・3階を回り、時には
図書を確認しながら、時にはパソコ
ンで調べながら、クイズを解いてい
く「図書検索ミステリーツアー」は、 
2013年大学祭の図書館企画とし
て初めて行われ、2014年の大学祭
においても前回の好評を受けて、
10月27日(土)に開催されました。
　今回も、中学生から大人まで参加していただき、「難しかったが、楽
しかった」「いろいろな種類の本に触れられて勉強になった」「学生サ
ポーターに分からない所を助けていただいて感謝です」といった感想
があり、これからも続けていきたい企画となっています。

図書検索ミステリーツアー

　2014年4月より、図書館1階の右
手奥に｢話題の図書コーナー｣を
設けました。こちらは、話題になっ
た、直木賞や芥川賞受賞作、各種
文芸賞や本屋大賞などの受賞作、
映画化された作品、最新の刊行書
の中の人気作品といった図書を、タ
イムリーに展示するコーナーとなっ
ています。2014年度は、ノーベル平和賞を受賞して話題になったマラ
ラ・ユスフザイさんの著書『わたしはマララ』をはじめ、第152回芥川賞受
賞作の小野正嗣著『九年前の祈り』、同じく第152回直木賞受賞作の
西加奈子著『サラバ！』 （上･下巻）などが棚を飾りました。

話題の図書コーナー

　東北地区大学図書館協議会は、東北地区の国立大学15館、公立大学12
館、私立大学38館の計65館が加盟する図書館協議会で、こちらも情報交換や
職員のスキルアップ、相互協力を図っています。2014年度の総会は岩手大学で、
2014年9月26日(金)に行われました。
　当日は「ラーニング・コモンズの活かし方：同志社大学はこう創り、こう運営す
る」と題して、同志社大学教育支援機構学習支援・教育開発センター事務長の
井上真琴氏による講演会が行われました。同志社大学のラーニング・コモンズ
（学生の自立的な学修を支援する空間）は、面積2,550㎡と日本最大級を誇り、
そのコンセプト、目的、デザイン、活用等について、当初から携わってきた井上氏に
よる解説がありました。

2014年度図書館関係会議・研修会等報告

きくぞう

図書館からの報告とお知らせ

報　告

お知らせ

図書館報バックナンバー　http://sslibrary.sendai-shirayuri.ac.jp/
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　このような場で学生にお薦めする本を紹介するとな
ると、1冊に絞ることはなかなか困難だ。紹介したい本
は山ほどある。さて今回は、ケストナーの『飛ぶ教室』
をお薦めしたい。ケストナーはドイツの児童文学作家と
して知られている。「児童文学」なんて興味がないと即
断するなかれ。彼の書いた作品は、本当はどれも大人
に向けて書いたのではないかと考えても良いような奥
行きの深さをたたえている。
　ケストナーが生きた時代はナチスが台頭し、ドイツは
破局へとひた走りに走る時代である。当時のドイツがい
かに凄惨な時代を経験したか…、それは歴史をひもと
けば容易に理解できよう。そして多くの知識人や文筆

家はドイツを離れた。ナチスに睨まれたからね。ケスト
ナーも敵視された（彼の書いた本は発禁処分になって
しまった！）。しかし、ケストナーはドイツにとどまり、
悲惨な時代を生き抜くのです。
　この作品には、孤独と友情が…（ここまで聞くと「な
んて陳腐な！」と思うでしょう？）描かれている。しか
し彼の作品が安っぽい「お涙頂戴もの」でないのは、
悲惨な時代を耐えた歴史の証人だからこそ。それは今
を生きるあなたが読んでも胸を打たれることで証明で
きます。映画版はDVDで入手可能（映画版は現代の話
にリメイクされている）。翻訳は山口四郎の手によるも
のがお薦め。

人間発達学科 講師　妹尾 知昭
『飛ぶ教室 』  エーリヒ・ケストナー 著　山口 四郎 訳　講談社

　この本はフランス現代思想を語る上では欠かせな
い構造主義の解説本ですが、身近な例を取り上げな
がら、難解な構造主義についてわかりやすく解説し
ています。
　この本では構造主義を『私たちは常にある時代、
ある地域、ある社会集団に属しておりその条件が私
たちの物の見方、感じ方、考え方を基本的なところ
で決定している。だから私たちは思っているほど、
自由にあるいは主体的にものをみているわけではな
いということを構造主義は徹底的に掘り下げた』と
説明しています。

　私の専門は社会福祉ですが、この一文で改めて構
造主義に関心を持ちました。社会福祉は価値や倫理
を思考・実践の基盤としていますが、その価値や倫
理がそもそもなぜ「善い」とされるのか疑ってみる
ことも大切なことです。しかし自由な立場で問い直
しているようでも、すでにその価値や倫理の中で生
きている自分には難しいということも同時に自覚す
る必要があるとこの本を読んで改めて考えました。
　思想・哲学の本ですが、誰が読んでも「なるほ
ど」と思ってしまうところがあると思います。さま
ざまなものの見方を学びたい人にお薦めです。

心理福祉学科 講師　松﨑 吉之助
『寝ながら学べる構造主義 』  内田 樹 著　文春新書

　「人生を無駄にしないために必要な足場、それが人
間の基本である」
　日々、難しい事や、面倒くさい事は避け、行き易い方
を求め、楽しく暮らす事が何よりとしがちな現在である
が、東日本大震災や原発事故を始め、近年の思いもよ
らぬ自然災害が我々を襲っている事を考えると、昨日と
同じ平穏な今日を暮せる雑心などどこにもなく安心し

て暮らせる人生などどこにもないと考えさせられる。
　思いもよらぬ現実に直面した時、いかに自分を見失
わず、立ち向かうことができるのか、不和雷同に流さ
れず物事の核心をしっかり見つめて生きることができ
るのか・・・、時々立ち止まって考えてみることも大切
かと思わせる一冊です。

健康栄養学科 講師　菅原 詩緒理
『人間の基本』  曽野 綾子 著　新潮新書

　なんで消費税って上がるの？株式投資って何？良い
買い物、悪い買い物ってあるの？それ以前にそもそも、
よく聞く「経済」って何・・・。このような疑問を持っ
たことがある人は少なくないはずです。でもこの1冊
が、皆さんの世の中に関する疑問を解決してくれます。
　一見自分とは遠いところにあるように思えますが、コ
ンビニでおにぎり1つ買うのだって立派な「経済活動」
なんです。そして経済を知ることは、お金とどうやって

賢く豊かに付き合うか知るのと同じこと。「お金と賢く
豊かに付き合う知恵で、もっともっと自分自身を磨い
てください。そうすれば、この日本の将来も明るいもの
になるでしょう。」という本書中の言葉は、まさにこれ
から世の中を中心になって動かしていく学生の皆さん1
人1人へのメッセージです。経済のことよくわからない
まま社会人になる前に、この本を機にもう1度、世の中
のこと、お金のこと、じっくり考え直してみませんか？

グローバル・スタディーズ学科　教授　賈 軍
『経済のことよくわからないまま社会人になったひとへ』  池上 彰 著　海竜社

新着図書の紹介  

新着資料の紹介  
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発行所

クレス出版

金剛出版

さくら社

さくら社

Routledge

新曜社

誠信書房

誠信書房

中央法規出版

中央法規出版

中央法規出版

明石書店

学研パブリッシング

ナカニシヤ出版

建帛社

ガイアブックス : 産調出版（発売元）

勁草書房

イースト・プレス

昭和堂

彩流社

大修館書店

ミネルヴァ書房

Oxford University Press

双葉社

学研パブリッシング : 学研マーケティング(発売)

新潮社

講談社

実業之日本社

文響社

岩波書店

新潮社

三才ブックス

マガジンハウス

河出書房新社

インプレスジャパン

文藝春秋

小学館

小学館

産経新聞出版

講談社

平凡社

新潮社

著者名

藪田義雄著

アレン・フランセス著 大野裕 中川敦夫  柳沢圭子訳

有田和正著

有田和正編著

Jeroen van Merrienboer Paul A. Kirschner

大山正 鷲見成正著

高木修 竹村和久編

楠見孝編

野口定久編集代表 ソーシャルワーク事例研究会編集

播本高志 岩川精吾編著

杉原努著
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精神疾患診断のエッセンス DSM-5の上手な使い方

学級づくりの教科書

歴史を楽しむ年表

Ten steps to complex learning a systematic approach to four-component instructional design

見てわかる視覚心理学

思いやりはどこから来るの? 利他性の心理と行動

なつかしさの心理学 思い出と感情

ソーシャルワーク事例研究の理論と実際 個別援助から地域包括ケアシステムの構築へ

高齢者ケア必携よく使われる薬ハンドブック

「事例作成」で学ぶ精神保健福祉援助演習

3.11後の持続可能な社会をつくる実践学 被災地・岩手のレジリエントな社会構築の試み

勇気の心理学：アルフレッド・アドラーが1時間でわかる本

音の世界の心理学

最新栄養学 専門領域の最新情報

植物療法 (フィトセラピー) 事典 東洋と西洋の薬用植物対照表完全収録

あなたが救える命 世界の貧困を終わらせるために今すぐできること

ワクチンの罠 効果がないどころか超有害!

幻想のジャンヌ・ダルク 中世の想像力と社会

薔薇戦争新史

聖書でたどる英語の歴史

大英帝国博覧会の歴史 ロンドン・マンチェスター二都物語

Hide and seek Oxford reading tree

ランチのアッコちゃん

わたしはマララ 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女

満願

島はぼくらと

星々たち

人生はニャンとかなる! 明日に幸福をまねく68の方法

思い出のマーニー

本屋さんのダイアナ

死ぬまでに行きたい!世界の絶景

ハケンアニメ !

村岡花子と赤毛のアンの世界

パリと雑貨とクラシカル 大人可愛い素材集

キャプテンサンダーボルト

サラバ ! 上

サラバ ! 下

呆韓論

九年前の祈り

作家のごちそう帖 悪食・鯨飲・甘食・粗食

ヒゲのウヰスキー誕生す

「Anne of Green Gables」 (DVD 7枚組)
　2014年度の大学祭での図書館企画イベントは、
フリーアナウンサーの長野淳子氏による「朗読会」
でした。その朗読会では「村岡花子と赤毛のアン」
として『赤毛のアン』をとりあげ、朗読会後に行われ
た「上映会」においてもこのDVD「Anne of Green 
Gables」の一部を上映しました。
　このDVD-BOXは、『赤毛のアン』の舞台である

カナダのプリンス・エドワード島で初めてロケを行った作品で、カナダ
のテレビ局が作成したものです。「赤毛のアン‒前編・後編」「続 赤毛
のアン‒アンの青春 前編・後編」「赤毛のアン‒アンの結婚 前編・後
編」「赤毛のアン‒新たな始まり」の7枚組になっています。主役のアン
を演じているミーガン・フォローズはアンのイメージにピッタリという
ことで人気を博しました。彼女がこのシリーズを通じてずっとアンの
役で、年齢を重ねるとともにアンの成長した姿を演じています。
　美しいプリンス・エドワード島の自然を舞台に繰り広げられる、感動
の物語をじっくりご鑑賞いただければ、と思います。

「アンドリュー・マーのヒストリー・オブ・ザ・ワールド」 (DVD 8枚組)
　70,000年にわたって人類を突き動かしたのは何か？現代の世界
を生み出した決定的な瞬間をたどり、現代史として過去をとらえた
DVD。人類はアフリカで誕生して以来、衝突し迷走しながらも、つ
ねに新しい世界を切り開いてきた。その足跡を元新聞記者にして英
国のジャーナリスト、BBCの政治・歴史・王室のドキュメンタリー番
組の監修者であるアンドリュー・マーが、人類の転機となった史実と
ドラマを、壮大なスケールで振り返る。
　1巻: 自然との闘い :
　 　  紀元前70,000年前～紀元前1,000年ころ
　2巻: 帝国の時代 :
　 　　紀元前1,000年～紀元前400年ころ
　3巻: 信仰と思想の力 : 1世紀～5世紀ころ
　4巻: 暗黒時代を抜けて : 6世紀～10世紀ころ
　5巻: 略奪の時代 : 13世紀～17世紀ころ
　6巻: 革命の時代 : 17世紀～18世紀ころ
　7巻: 工業化の時代 : 18世紀～19世紀ころ
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　このような場で学生にお薦めする本を紹介するとな
ると、1冊に絞ることはなかなか困難だ。紹介したい本
は山ほどある。さて今回は、ケストナーの『飛ぶ教室』
をお薦めしたい。ケストナーはドイツの児童文学作家と
して知られている。「児童文学」なんて興味がないと即
断するなかれ。彼の書いた作品は、本当はどれも大人
に向けて書いたのではないかと考えても良いような奥
行きの深さをたたえている。
　ケストナーが生きた時代はナチスが台頭し、ドイツは
破局へとひた走りに走る時代である。当時のドイツがい
かに凄惨な時代を経験したか…、それは歴史をひもと
けば容易に理解できよう。そして多くの知識人や文筆

家はドイツを離れた。ナチスに睨まれたからね。ケスト
ナーも敵視された（彼の書いた本は発禁処分になって
しまった！）。しかし、ケストナーはドイツにとどまり、
悲惨な時代を生き抜くのです。
　この作品には、孤独と友情が…（ここまで聞くと「な
んて陳腐な！」と思うでしょう？）描かれている。しか
し彼の作品が安っぽい「お涙頂戴もの」でないのは、
悲惨な時代を耐えた歴史の証人だからこそ。それは今
を生きるあなたが読んでも胸を打たれることで証明で
きます。映画版はDVDで入手可能（映画版は現代の話
にリメイクされている）。翻訳は山口四郎の手によるも
のがお薦め。

人間発達学科 講師　妹尾 知昭
『飛ぶ教室 』  エーリヒ・ケストナー 著　山口 四郎 訳　講談社

　この本はフランス現代思想を語る上では欠かせな
い構造主義の解説本ですが、身近な例を取り上げな
がら、難解な構造主義についてわかりやすく解説し
ています。
　この本では構造主義を『私たちは常にある時代、
ある地域、ある社会集団に属しておりその条件が私
たちの物の見方、感じ方、考え方を基本的なところ
で決定している。だから私たちは思っているほど、
自由にあるいは主体的にものをみているわけではな
いということを構造主義は徹底的に掘り下げた』と
説明しています。

　私の専門は社会福祉ですが、この一文で改めて構
造主義に関心を持ちました。社会福祉は価値や倫理
を思考・実践の基盤としていますが、その価値や倫
理がそもそもなぜ「善い」とされるのか疑ってみる
ことも大切なことです。しかし自由な立場で問い直
しているようでも、すでにその価値や倫理の中で生
きている自分には難しいということも同時に自覚す
る必要があるとこの本を読んで改めて考えました。
　思想・哲学の本ですが、誰が読んでも「なるほ
ど」と思ってしまうところがあると思います。さま
ざまなものの見方を学びたい人にお薦めです。

心理福祉学科 講師　松﨑 吉之助
『寝ながら学べる構造主義 』  内田 樹 著　文春新書

　「人生を無駄にしないために必要な足場、それが人
間の基本である」
　日々、難しい事や、面倒くさい事は避け、行き易い方
を求め、楽しく暮らす事が何よりとしがちな現在である
が、東日本大震災や原発事故を始め、近年の思いもよ
らぬ自然災害が我々を襲っている事を考えると、昨日と
同じ平穏な今日を暮せる雑心などどこにもなく安心し

て暮らせる人生などどこにもないと考えさせられる。
　思いもよらぬ現実に直面した時、いかに自分を見失
わず、立ち向かうことができるのか、不和雷同に流さ
れず物事の核心をしっかり見つめて生きることができ
るのか・・・、時々立ち止まって考えてみることも大切
かと思わせる一冊です。

健康栄養学科 講師　菅原 詩緒理
『人間の基本』  曽野 綾子 著　新潮新書

　なんで消費税って上がるの？株式投資って何？良い
買い物、悪い買い物ってあるの？それ以前にそもそも、
よく聞く「経済」って何・・・。このような疑問を持っ
たことがある人は少なくないはずです。でもこの1冊
が、皆さんの世の中に関する疑問を解決してくれます。
　一見自分とは遠いところにあるように思えますが、コ
ンビニでおにぎり1つ買うのだって立派な「経済活動」
なんです。そして経済を知ることは、お金とどうやって

賢く豊かに付き合うか知るのと同じこと。「お金と賢く
豊かに付き合う知恵で、もっともっと自分自身を磨い
てください。そうすれば、この日本の将来も明るいもの
になるでしょう。」という本書中の言葉は、まさにこれ
から世の中を中心になって動かしていく学生の皆さん1
人1人へのメッセージです。経済のことよくわからない
まま社会人になる前に、この本を機にもう1度、世の中
のこと、お金のこと、じっくり考え直してみませんか？

グローバル・スタディーズ学科　教授　賈 軍
『経済のことよくわからないまま社会人になったひとへ』  池上 彰 著　海竜社
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ドラマを、壮大なスケールで振り返る。
　1巻: 自然との闘い :
　 　  紀元前70,000年前～紀元前1,000年ころ
　2巻: 帝国の時代 :
　 　　紀元前1,000年～紀元前400年ころ
　3巻: 信仰と思想の力 : 1世紀～5世紀ころ
　4巻: 暗黒時代を抜けて : 6世紀～10世紀ころ
　5巻: 略奪の時代 : 13世紀～17世紀ころ
　6巻: 革命の時代 : 17世紀～18世紀ころ
　7巻: 工業化の時代 : 18世紀～19世紀ころ
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大学図書館へようこそ大学図書館へようこそ
　皆さんは、学生生活の中でどのくらい図書館を利用するでしょうか。本学では皆さんに大学の図書館を十分に活用して、
充実した学生生活を送っていただきたいと考えております。それでは、大学の図書館とはどういった特色があるのか簡単に
述べてみましょう。

・大学図書館へようこそ
・新着図書の紹介
・新着資料の紹介

・推薦図書
・図書館からの報告とお知らせ
・2014年度図書館関係会議・研修会等報告

　本学図書館は、日本カトリック大学連盟図書館協議会及び東北地区大学図
書館協議会に所属しており、大学図書館間相互の連携によって利用者への利
便性を図っています。
　日本カトリック大学連盟図書館協議会は、全国18校のカトリック大学の図書
館で構成されており、加盟館の発展や情報交換・相互協力を目指しています。
2014年度の総会及び実務研究会は、藤女子大学で2014年6月27日(金)に開
催されました。今回は藤女子大学人間生活学部教授伊井義人氏「教員への道
は「ポップ作りから！」」と題する講演が行われ、教職課程の取り組みとして、教員が
図書館と連携して授業の中で学生にポップ作りを実践させているという事例が
報告されました。

（１）朗読会
　2014年10月26日(日)、大学祭の図
書館企画の一つとして、フリーアナウン
サーの長野淳子氏を迎えて『赤毛のア
ン』や村岡花子に関連した図書の朗読
会を開催しました。長野氏はフリーアナ
ウンサーの他に各種イベントの司会を
されたり、演劇の役者や朗読家として
も幅広くご活躍されている方です。
　当日は、図書館の2階を会場として30名ほどの方にご参加いただきました
が、「すごく声が通ってききやすかったです」「声の幅が広くてただの読みきか
せではなく、引き込まれるようでした」などの声に代表されるように、楽しかっ
たという感想をたくさんいただきました。

（２）図書検索ミステリーツアー

○専門的資料

　大学の図書館は、小説等の読み物と違って、各大学の学部

や学科の構成に合わせた専門的な資料を多量に揃えておりま

す。最近はインターネットの発達に伴って、わざわざ図書館に行

かなくてもパソコン等で資料を検索したり、全文を閲覧できる

場合もありますが、実際、図書館で同分野の資料が並んでいる

様子を見ると、目的の資料の他にも色々な資料が目に入りま

す。大学図書館は多数の資料を揃えることで、利用者にその専

門分野でのいろいろな選択の幅を広く与えるということができ

るのです。

○他の機関との連携

　本学図書館は、蔵書目録のデータ化により資料の検索が可

能になっております。また、国立情報学研究所が中心となって、各

大学図書館の所蔵資料をデータベース化してあり、どの図書館

がどれ位必要な資料を所蔵しているかがわかるようになってい

ます。利用者が自館の所蔵していない資料を利用したいときに、

相互貸借や文献複写等で取り寄せることもできます。国・公・私

立大学図書館協会や各地域の大学図書館等、横のつながりも

深く、各大学図書館間の連携によって利用者の利便性をはかっ

ています。

○データベース

　データベースとは、例えば住所・電話番号といったような様々

なデータを一定のルールに基づいて蓄積し、必要に応じて取り

出せるようにしたものです。ほとんどの大学図書館が、オンライ

ン上で利用できるデータベース管理システムと契約を結び、利

用者に提供しています。

　図書館では、「聞蔵IIビジュアル(朝日新聞)」「河北新報デー

タベース」といった新聞系データベース、「ジャパン・ナレッジ」に

代表される知識・情報系データベース等を導入しております。

○電子ジャーナル

　電子ジャーナルとは、雑誌を電子化してインターネット上で

閲覧できるようにしたものです。全文を電子化しているので、論

文や雑誌記事の本文の語句からも検索することができたり、図

書館でなくても学内ならインターネットにつながったパソコンで

閲覧できる、といったメリットがあります。　　

　図書館のホームページから、数種類の洋雑誌の電子ジャー

ナルと日経BP社が発行している雑誌の記事が見られる｢日経

BP記事検索サービス｣が利用できます。

○学習支援

　本学の人間学部は、4つの学科に分かれており、図書館はそれ

ぞれの学科に関連した専門書や資料を揃えております。また、図書

館検索ツアーを行うことによって、図書館の使い方や検索の仕方

を紹介したり、教員と協力して授業との連携をはかったり、年数回

のデータベース講習会を通してレポートや卒論の作成に役立つ

データベースの解説を行ったりしています。本学図書館は、学生の

能動的な学習である「アクティブ・ラーニング」を応援する形で学習

支援に貢献しています。

○図書館の概要

　図書館は、大学の敷地の一番北側にあり、3階建ての独立棟

となっております。各階の廊下部分に2台ずつの検索用パソコン

があり、その他にも机上に無線LAN仕様のパソコンが13台あり

ます。3階には全部で8台のAVブースコーナーがあります。2014

年4月にサーバーを含むすべてのパソコンとAVブースの機器を

更新して、検索等のスピードアップ及びブルーレイ・ディスクの視

聴等が可能になりました。また、学生証を使って、入館ゲートを

開いたり自動貸出機で貸出しを受けることもできます。

（３）データベース講習会
　2014年度は、図書館で導入され
ているデータベースのうち、「ジャパン・
ナレッジ」に関して外部から講師を呼
んで2回の講習会を行いました。「ジャ
パン・ナレッジ」は総合系知識データ
ベースで、「日本大百科全書」や「ラン
ダムハウス英和大事典」をはじめ、各
種の辞書や「会社四季報」の記事等
が一括して検索できます。確かな裏づけに基づいた記述が取り入れられ、
日々 更新を続けているので、活用の仕方を覚えて、是非、レポート等に使っ
ていただきたいデータベースです。前期は健康栄養学科の2年生の授業、
後期は国際教養学科3年生のゼミと連携して、講習会を開きました。

（４）話題の図書コーナー

（1）図書館検索ツアー
　図書館では、新入生入学時のオリエンテーションで、図書館の簡単な
ガイダンスを行っています。また、図書館の使い方を実際にスタッフが館
内を案内して説明する、「図書館検索ツアー」をほとんどの学科の導入時
教育で行っております。図書館検索ツアーでは、図書館に導入されてい
るデータベース等の使い方も解説しておりますが、ゼミ関連の申し込みで
は、その学年に応じた、さらに詳しい使い方も指導しております。その他にも
申し込みがあれば、図書館検索ツアーを常時受け付けています。2・3人の
グループでも、また希望があれば、一人でもかまいませんので、図書館の
受付カウンターに気軽にお申し込み下さい。

　本学では、宮城県美術館・仙台市博物館のキャンパスメンバーズに加
入しております。キャンパスメンバーズとは、学生や教員に美術や歴史・文化
等について、親しむ機会をより豊かにすることを目的とし、大学、短期大学、
高等専門学校等の学生及び教職員を対象とした、会員制度のことです。
　特典として、常設展の無料観覧があります。キャンパスメンバーズ加入
期間中は、無料で何度でも観覧できます。また、年4回程度、開催される特
別展の全てを、加入期間中は半額で観覧できます。入館する時に学生証
または教職員証を提示することで特典が受けられますので、是非ご活用
下さい。

（２）キャンパスメンバーズ

朗読中の長野氏

データベース講習会

　図書館の2階・3階を回り、時には
図書を確認しながら、時にはパソコ
ンで調べながら、クイズを解いてい
く「図書検索ミステリーツアー」は、 
2013年大学祭の図書館企画とし
て初めて行われ、2014年の大学祭
においても前回の好評を受けて、
10月27日(土)に開催されました。
　今回も、中学生から大人まで参加していただき、「難しかったが、楽
しかった」「いろいろな種類の本に触れられて勉強になった」「学生サ
ポーターに分からない所を助けていただいて感謝です」といった感想
があり、これからも続けていきたい企画となっています。

図書検索ミステリーツアー

　2014年4月より、図書館1階の右
手奥に｢話題の図書コーナー｣を
設けました。こちらは、話題になっ
た、直木賞や芥川賞受賞作、各種
文芸賞や本屋大賞などの受賞作、
映画化された作品、最新の刊行書
の中の人気作品といった図書を、タ
イムリーに展示するコーナーとなっ
ています。2014年度は、ノーベル平和賞を受賞して話題になったマラ
ラ・ユスフザイさんの著書『わたしはマララ』をはじめ、第152回芥川賞受
賞作の小野正嗣著『九年前の祈り』、同じく第152回直木賞受賞作の
西加奈子著『サラバ！』 （上･下巻）などが棚を飾りました。

話題の図書コーナー

　東北地区大学図書館協議会は、東北地区の国立大学15館、公立大学12
館、私立大学38館の計65館が加盟する図書館協議会で、こちらも情報交換や
職員のスキルアップ、相互協力を図っています。2014年度の総会は岩手大学で、
2014年9月26日(金)に行われました。
　当日は「ラーニング・コモンズの活かし方：同志社大学はこう創り、こう運営す
る」と題して、同志社大学教育支援機構学習支援・教育開発センター事務長の
井上真琴氏による講演会が行われました。同志社大学のラーニング・コモンズ
（学生の自立的な学修を支援する空間）は、面積2,550㎡と日本最大級を誇り、
そのコンセプト、目的、デザイン、活用等について、当初から携わってきた井上氏に
よる解説がありました。

2014年度図書館関係会議・研修会等報告

きくぞう

図書館からの報告とお知らせ

報　告

お知らせ

図書館報バックナンバー　http://sslibrary.sendai-shirayuri.ac.jp/




