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もっと図書館を使いたくなる

桃大生のための図書館通信

新館長からのご挨拶
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図書館長

国松夏紀 （国際教養学部 教授）

　初めまして、 このたび図書館長に就任した国際教養学部教員の国松です。 年度初めにあたり一言ご挨拶申し

上げます。 これまでは図書館にはお世話になるばかりでしたが、 これからは及ばずながら皆様のお役にたつよう

努めたいと思っています。

　私の専門はロシア文学、 とりわけ 19 世紀の文豪ドストエフスキーを研究しています。 その分野に関しては残念

ながら本学図書館所蔵書は少し手薄です。 ところが図書館ネットワークで検索すると近隣からかなり遠方に至る

までの大学等研究機関の所蔵が判明したりします。 すかさず本学図書館を通じてリクエストしてもらうと 4、 5 日

で手元に届くという訳です。 このサービスには随分と助けられました。 いまや図書館は単独で機能するのではなく、

ネットワーク・チームワークで機能する時代なのです。

　そうは言っても、 今ここにある蔵書が基本であることに変わりはありません。 例えば、 地下書庫にあるフランス、

ガリマール社の 「全集の全集」 と言われる≪プレイヤッド叢書≫のセットなどは見るからに壮観です （これは高

い！）。

　或いは、 トマス・アクィナス 『神学大全』 日本語訳の揃いなども見事です。 イギリス聖公会系の大学としては

当然の所蔵とはいえ、 偶々近年 50 年ぶりに全 45 巻が完結したこともあり、 一読とは言わず一見の価値がありま

す。 2、 3 年前の夏休み手元にあった数冊に夢中なり （天地創造 4 日目に太陽・月・星が創られるまで光は何処

から射していたか？というスメルジャコフの疑義との関わりなどの故に）、休み明け全冊を見出し 「流石！」 と感心。

　さて本学図書館は、 基本的に全館 「開架式」 ですが、 私がロシア語・ロシア文学を勉強した大学は、 学部生

は 「閉架式」。 大学院生になると書庫に入ることが出来ます。 これはうれしかった。 何か偉くなったような気がし

たものです。 都の西北 （ニシキタではなくセイホク） にあるこの大学近辺に長い事住んでいました。 父親はドイツ

文学専門でその分野は勿論文学・芸術に関して和洋幅広く収書し、 満 100 歳に迫る生涯蔵書は増え続けました。

家屋としては、 決して狭くはない継ぎ足し継ぎ足しの二階家。 台所とか風呂場、 玄関・廊下を別にして、 階下に

八畳間４、 六畳間１、 階上に六畳間２。 これらが最終的には書籍でほぼ満杯になりました。 大工さんもあきれる

くらい沢山、 壁面に書架を作り付けてもらったり組立式書架を入れたり。 それらには、 二重・三重に書籍が詰め

込まれ、 不幸にして後手に回った書物は在って無きが如し。 それはともかく、 この蔵書は誠に奇特な良き縁あって

散逸することなく一括して東京は国立 （コクリツではなくクニタチ） の某大学に寄贈となりました。 いよいよ運び

出しの前、 受入先役職者が何人か拙宅に挨拶にいらした。 そのうちのお一人が、 学部・大学院の同窓生。 家内

を概観してしみじみと （？） 彼の一言 「きみはこういう （こんな？） ところで暮らしてきたのか云々」。 言われて

普段は当たり前で気がつかない書物が蝟集する日常、 生い立ちさえが想起されるのでした。 今回の役職も親の

因果か、 などと。 いずれにしても、 改めて皆様何卒よろしくお願いします。

新館長からのご挨拶

桃大図書館通信 MOTT 第 5 号はいかがでしたでしょうか。ただいま図書館では入門ゼミでの新入生図書館オリエンテーショ

ンを実施しています。全部で94クラス、ようやく折り返し地点が見えてきたところで、GW明けからもあとしばらく続きます。

オリエンテーションの館内ツアーでも各ポイントを巡りますが、今回の MOTT でも楽しく館内を巡れるようなゲームを用意しました。図書館を使いこな

せるようにスミからスミまで館内を歩いてみてください。とても広い図書館です。くれぐれも迷子にならないようにご注意ください！ (s)

編 集 後 記

蔵書検索（OPAC）画面が新しくなりました！
新しい検索画面からは本学図書館の蔵書検索だけでなく、 タブの切り替えにより容易に他大学図書館の蔵書や、 CiNii、 国立国会図書館の蔵書、 Amazon、

GoogleBooks などを検索できます。 （※図書館内の OPAC 専用 PC からは、 Amazon、 GoogleBooks 検索がご利用できません）

表紙画像が表示されます！

目次が表示されます！

延長手続きができます！

マイライブラリとは

図書館の情報に関する、 個人ページです。 以下のように使うことができます。

・借りている図書のタイトル、 返却期限がわかる。

・予約を登録・解除できる。 予約した図書の状況がわかる。

・選んだ資料の情報を保存して、 リストを作ることができる。

本が探しやすく
なりました！

本の内容が
わかります！

マイライブラリの
便利機能です！

スマホで簡単検索！

検索画面 検索結果一覧

2014 年度　図書館利用年間データ

（人）

（冊）

2014 年度
貸出ランキ

ング

1　　　　石井一成
『ゼロからわかる大学生のための
レポート・論文の書き方』

2

3

串田久治
『無用の用：中国古典から
今を読み解く』

岩田考〔ほか〕
『若者たちのコミュニ
ケーション・サバイバル』

4月 5月 6月 7月 8月 9月
29,017 29,204 32,065 43,305 1,574 12,948

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 前年度 前年度比

26,900 20,470 23,994 30,956 2,899 2,422 255,754 243,178 105.2%

4月 5月 6月 7月 8月 9月
7,360 10,094 9,946 9,059 1,079 3,530

10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 前年度 前年度比

8,574 7,256 7,425 6,101 603 1,296 72,323 60,595 119.4%

入館者数

貸出冊数

4. 浅田和茂
『刑法総論；補正版』

4. 志保田勉，平井尊士編
『情報サービス：概説とレファレン
スサービス演習；第 3版』

5. 加藤伸司，山口利勝編
『心理学理論と心理的支援；第 2版』

右の QR コードを読み取

ると、スマホで簡単に

蔵書検索ができます。

ぜひお使いください！



MOTT の冒険 ～図書館王への道～ 各ポイントを巡って付近に置いてあるキーワードを探そう。
キーワードはこの用紙の黄色い四角に記入してください！
すべて記入した用紙をメインカウンターに提出すると記念品をプレゼント！

ライトコート
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ルーム
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3F

まさかこんな奥まであるなんて！
製本雑誌を広げて、卒論の資料さが
しに没頭している学生も。

⑮トマス書庫

洋書を中心に約 18 万冊。電動書架
は人を挟まないように、また自分も
挟まれないように注意！

⑭地下 2階書庫

図書館は桃山学院大学が誇る知の宝
庫。なかでもこの地下 1階書庫には
専門・学術書が集まっています。

⑬地下 1階書庫

貸出、返却、期限延長、予約本受
取など各種手続はこちらで。10 冊
2週間（一部除く）借りられます。

⑫メインカウンター

探し物は何ですか？見つけにくい
ものでもここでヒントが見つかり、
まだまだ探す気になれますよ！

⑪レファレンス相談

図書館に来たときはふらりとお立ち寄
りください。手に取った 1冊から新た
な世界が広がるかもしれませんよ！

⑩企画展示コーナー

新聞や雑誌など借りられない資料
は必要であればコピーしよう。た
だし著作権に注意！

⑨コピーコーナー

貸出期間・冊数は 2冊 5日間です。
気軽にできる英語の多読学習。
どんどん英語力をアップしよう！

⑧英語読本コーナー

いきなり専門書を読んでもわから
ないものはわからない。気になる
ことは新書からチェックしよう！

⑦新書コーナー

新聞各紙置いてます。1紙だけでな
く各紙を見比べて多面的にものごと
を見る力を付けましょう！

⑥新聞コーナー

レポートのテーマ設定や参考資料
探しにお困りのみなさん！専門・
学術雑誌が呼んでますよ～！

⑤雑誌コーナー（和雑誌）

ここなら誰にも邪魔されず、静か
に集中して勉強できます。講義の
予習・復習、資格試験勉強にも。

④スタディルーム

図書館ホームページから各種デー
タベースも使えます！資料をまと
めてレポートを仕上げよう！

③PCルーム

刺激が欲しいとき、落ち込んだと
きには、映画を観てリフレッシュ！
あの話題作も名作も置いてます。

②AVルーム

みんなでアイデア出し合ったり、
プレゼンの練習する時に使える！
ノート PCも借りられるから便利！

①グループスタディルーム

すごろくでも遊んでね！

Start!

Goal!


