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巻頭言 新たな役割を持つ図書館に

これまでの大学や短大（以下大学等）の図書館は、学生の学習場所の提供に加えて、学術研究活動
を支える学術情報の収集・蓄積・分析を行うことで、高等教育機関に対する支援機能を担ってきた。
一方で、インターネットや携帯電話・スマートフォン等の普及により、多様な情報資源に容易にアク
セスできるようになり、さらに、学術情報の流通においても、主要な海外学術雑誌の多くが電子ジャー
ナルとして利用できるようになり、出版社若しくは雑誌を包括的に契約するパッケージ契約が一般的
となってきた。このような状況の中で、大学等の図書館は、これまでの紙媒体として刊行されてきた
学術図書等の収集、蓄積、提供にも留意しながら、新たな役割や位置付けを再確認したうえで情報の
収集・分析データ等の提供の在り方を全面的に創意工夫していく時代になっている。
そこで、問題となるのが、自らの図書館にない資料をいかに効率よく探すことのできる仕組みを構

築することが求められることから、今後、学術論文に関す
るデータベースから学術情報の検索とアクセス支援、論文
情報ナビゲータ等の提供への取り組みが急務である。また、
図書館本来の学習支援として、近年、図書館内に整備が進
められているラーニング･コモンズ、図書館職員等によるレ
ファレンスサービスや学習支援は、学生が自立した学習へ
の要請に応える方策といえる。
これらを含め、今後の図書館機能をさらに向上させるた

めには、現在、各々の大学が提供している多様なサービス
毎の利用統計の整備を行い、多角的な調査分析と評価を定
期的に実施することが重要となる。これらの利用データは、
将来の図書館における施策や方針の策定のために活用する
だけでなく、大学図書館の重要性や価値を示すものとして
重要となろう。

図書館長　加藤  亮二



　近頃、電車やバスの乗客の光景がすっかり変わって
きたと思います。音楽好きの方は、昔は懐かしいカセッ
トウォークマンやMD・CDウォークマンでしたが、今は
iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーが主流です。
読書好きの方はどうでしょうか。私は今も紙媒体のアナ
ログ派ですが、最近のリサーチでは４人に１人が電子書
籍を読んだことがあると報告しています。今回は、アナ
ログとデジタルの差異について論じるわけではなく、
随想ですので本について思うがまま綴ってみたいと思い
ます。
　学生の頃、私は長時間の電車通学をしていたので本
が欠かせませんでした。よく専門書か哲学書を読んでい
ました。哲学書を読むようになったきっかけは、高校の
先生が一冊の哲学書を紹介したことです。残念ながら
題名は忘れてしまいましたが、仏教哲学の書でした。
私の高校では仏教の授業があり、自然に宗教学や心理
学、哲学に興味を持ちました。就職で東京に上京して
も深く学びたいと思い、河合隼雄先生や新聞の人生相
談員をされていた深沢道子先生が教鞭を執っていらっ
しゃった大学の文学部に社会人入学しました。学生の
頃に学んだことや読んだ本は、今の私の看護に対する
思いや考え方に大きく影響していると思います。医療関
係者である限り、生老病死の四苦について考えることは
避けて通れません。ニーチェやカント、ハイデッガーなど
を読むように勧めたりはしませんが、手軽に読める小説
「ソフィーの世界」や、哲学に興味のある看護学生なら
ば、ベナーの「現象学的人間論と看護」などはいかが
でしょうか。巷には様 な々入門書もありますので一冊手
に取られてみることをお勧めします。人生に一度、若い
頃に哲学に触れることは、医療関係者として役立つだ
けでなく、その後の人生を豊かにしてくれるものと思い
ます。

哲学と私

純真学園大学　保健医療学部　看護学科
山口　淑恵

　純真短期大学食物栄養学科では、食育キャンプとい
う新たなプログラムを昨年度から始めた。２年生全員を
４回に分けて実施する。場所は飯塚市庄内生活体験学
校である。最終回は平成27年10月第一週の土曜日・日
曜日、１泊２日の日程であった。このプログラムの核は、
栄養士基礎実習に位置づけられる農業実習である。初
年度は、柱の一つに児童を対象とする食育実践とした。
２年目は農業実習に焦点化しようと、児童の居ない土曜
日・日曜日に実施した。以下に、食育キャンプの一場
面をご紹介する。
　平成26年11月８日（土）の朝は、子どもに里芋掘り
をさせた。里芋掘りがほぼ終わるという時刻に本学の
学生達が到着した。畑で立ったまま挨拶を交わして、
既に始まっていたサツマイモ掘りを続けた。私は子ども
たちに、「クワを振り下ろす位置に注意しろ！」「イモを
破壊するな！」と声をかける。やがて、子どもと学生と
を交代させ芋掘りを続ける。ところが、学生のクワは少
なからずサツマイモに打ちかけられる。破壊されたサツ
マイモの白い胴体が黒い土の中から顔を出す。期せずし
て子ども達が、「ハカイ、シタ！ハカイ、シタ！」のかけ
声を発して、学生を囃し立てる。ますます学生の手元
は怪しくなる。かけ声付きの芋掘りのおかげで、初対
面の学生と子どもの距離感が一遍に縮まった。いっぽう
で、里芋掘りを体験しなかった学生のために２株ほどの
里芋を掘らせた。このイモを植えたのは４月にやってき
た本学の学生達であった。２メートルを越える里芋の茎
を鎌で切って学生に見せる。切ると同時に、茎からは
水分が吹き出す。その瞬間を学生達にしっかりと確か
めさせる。里芋から吹き出す水分の多さに学生の間から
小さな驚きの声が発せられる。小さな自然の発見であ
る。昼食にも夕食にも畑にできている野菜を最大限利
用した。勢い盛んなレタス、掘ったサツマイモと里芋、

食育キャンプの芋ほり体験２種

純真短期大学　食物栄養学科
正平　辰男
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まだこれから巻き始めようかという白菜､そして大根も使
わせてもらった。ありったけの野菜を使った豚汁は大変
美味しかった。
　献立にはなかったサツマイモを甘く煮た大学イモが一
品添えられていた。子どもたちは喜んで食べていた。材
料に合わせて即座に一品を作り加える本学食物栄養学
科の学生の業と作品を目の前にして、豊かな心地になっ
た次第である。

★Library Lovers’2015参加

期間：2015年10月20日～11月16日
※九州地区大学図書館協議会事業

★夏の図書館開放

期間：2015年8月3日～8月31日
対象：近隣の中学3年生、高校生

★特集展示

期間：毎月1日～30日
◎4月～9月：「新入生にすすめる本」
　読書スタンプラリー同時開催
　（指定図書1冊返却毎1スタンプ）
　※スタンプ期間は～1/31まで
　　25マス達成：2名　　15マス達成：1名
　　10マス達成：4名　　5マス達成：7名
◎10月～11月：「Library Lovers’2015」企画
　「本差し上げます」（全3回実施）
　

◎12月～1月:「大学写真サークル展」
◎2月～3月:「短大グルメアート部展」

★視聴覚ルームを新たに設置

2015年度
図書館活動報告

学内者対象

学外者対象

2015年9月より視聴覚ルームが出来ま
した。WindowsXP対応ソフトやビデオ
（VHS）などの古い資料にも対応した
個別ブースを備えています。 5分で無くなった回も！
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都市の名前に『学』を付け、独立した学問分野が誕生する。そのような試みがこの頃流行ってきている。とい
うことは、この都市によほど特徴的なことが見受けられ、それも歴史・風土・文化など多岐にわたっていること
が前提となろう。また、そこには単なる「郷土愛」などと言った情緒的な説明では済まされない、その土地独特
の人的物的なスタイルが、悠久の歴史の中で綿々と息づいてきていることも意味する。
以下、それらのことを念頭に置き、私なりの『博多学』を探ってみようと思う。
博多人気質をして、よく次のように評しているガイド本を見受ける。

「博多人」ではない私だからだろうか、このような評を、案外客観的に受け止めている自分がいる。つまり、
当たっていなくもない、いやかなり当たっていそうな気がしている。
では、このような「博多人」気質は、一体どのようにして形成されていったのであろう。
私は、そこに次の２つの要素が大きく絡んでいるのではないかと考えている。すなわち、
①　博多が、日本列島の中でも、地理的に見てもかなり特殊な位置にあること
②　博多が、有史以後、特徴的な人的交流を促したこと。
という、地理的・歴史的特殊性の２点である。
以下、その視点から「博多」「博多人」というものを俯瞰してみたい。

（1）　「博多」という特殊な位置から

『アジアに開かれた都市・福岡』を市のスローガンに、博多（福岡）の町は、今や港湾や空港の拡張、学校、各
企業の本店・支店の集中と発展著しく、人口の集中は止むことがない。
ところが、このように「アジアに開かれた」「人口の集中」のという博多（福岡）の姿は、特段今に始まったこ
とではない。それはすでに2000年前のパスポート不要の弥生期から、多数の渡来人が、朝鮮半島や中国大陸から渡っ
てきているからだ。次の地図をご覧いただきたい。これは、本学での授業である『博多学』の資料として、古代

純真短期大学　こども学科
平嶋　一臣

特集　「博多学」への誘い
～博多人気質とその系譜～
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○どこの人もすんなりと受け入れる
○探究心・好奇心旺盛
○サービス精神に富んでいる
○前例にとらわれず、柔軟な考え方をする
△人目を気にしない
▼後先を考えずに行動する
●大雑把
●好きやすく飽きっぽい
●やや閉鎖的で封建的
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博多湾

の地質図を基に私が作成したもので、弥生時代の博多湾の姿である。
これを見ると、当時から、大小の島々が、この博多湾を玄界の荒波から守る防波堤のように点在していること
が分かる。これにより、湾内には波静かな多くの「浦」が成立していたのだ。当時の船の構造や航海術では、何
よりの安全な港が、ここ博多には広がっていたことが分かる（当時これだけ幅広く奥深い安全な湾は、北部九州
にはなかった）。
このような自然条件の下、弥生期に入ると、博多には朝鮮半島や大陸からの渡来人が、決死の覚悟で櫓を漕ぎ、
３つの海峡（朝鮮海峡・対馬海峡・玄界灘）を渡ってきた。そして渡島に成功した人々が、最初にその足を踏み
下ろした場所が博多湾内の浦々である。（ここまで書きながら、私は三十年ほど前の地下鉄1号線工事が進んでい
た頃を思い出している。当時、工事中の地下トンネル掘削工事中のあちこちで、朝鮮式の土器・漁具が出土した。
古代史ファンの私は、そんなニュースを聞くと、居てもたってもおられず、すぐに現場に駆け付けたものだった）。
このように、弥生期における渡来人の集団的な移住は、北部九州や山口県日本海側の発掘調査により、今では
かなり明らかになってきている。
ちなみに、この弥生期の海岸線からすると、当時、わが「純真の丘」のすぐ際まで博多湾が迫っていたことが
分かる（図中の●印の位置に現在の純真学園が在る）。学校の坂道を降りたところの地名が「塩原」と呼ばれる理
由も納得がいくだろう（海岸に沿う塩田跡ではなかったか？）。
とにもかくにも、さまざまな事情を抱え、この地に移り住んできた渡来人たちは、新天地・奴国（ナコク：当時、
博多を中心としたクニ）では、日々「生きるため」という生活難との戦いの連続であったことは想像に難くない。
もとより、そこには先住民（原日本人＝縄文系）も居住している。これらの人々との軋轢、そして融和。最終的
には同化という歴史があったに違いない。
私は、前述のような博多人気質が語られるたびに、これは、渡来人のパイオニア精神の旺盛さと、その人々の言語・
風俗・習慣・気質等々を、柔軟な思考で受け入れていった原日本人とが融合し、次第に一体化していく中で、形
成されていったという気がしてならない。

では次に、その地理的条件との絡みで起こってくる「博多」の歴史的事象を、人物を視点に眺めることにする。

弥生時代の博多湾

現在の博多湾
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写真①　金印（レプリカ） 写真②　水鏡神社（福岡市中央区天神町）と「天神」の由来

（2）博多出身・博多にゆかりの深い歴史上の人物から

古来より、この地は日本と大陸との交通の要所ということもあり、博多出身、博多への居住、博多に学んだ歴
史上の人物には、枚挙にいとまがない。今、その一部を、ここに列挙する。
［年については、それぞれの人物の活躍期とした］

ここに挙げる人々は、いずれも、博多人気質そのものの生き方、あるいはその気質形成に寄与した人物と私は
考えている。今この中から、近代史上の人物であるにも拘わらず、郷土で語られることが少なくなった二人、「川
上音二郎」「吉岡禅寺洞」を取り上げ、「博多人」気質とその系譜の一端を想像してもらうことにする。

博多出身・博多にゆかりの深い歴史上の人物

①57年頃 …………… 奴国王（漢帝より金印をもらう …… 写真①）
②804年 ……………… 空海・最澄（渡唐前後に居住）
③901年 ……………… 菅原道真（左遷され博多の港に到着・「天神町」名の由来 …… 写真②）
④1161年 …………… 平清盛（対宋貿易の根拠地として「袖の湊」博多の津築港を指示）
⑤1195年 …………… 栄西（宋からの帰途、博多に茶をもたらす。「聖福寺」建立）
⑥1242年頃 ………… 聖一国師（禅僧。大陸から、うどん・そばの製法を伝える。山笠の創設者とも？）

謝国明（博多在の宋人貿易商。聖一国師のスポンサー的役割も）
⑦1550年 …………… フランシスコ・ザビエル（博多布教）
⑧1587年 …………… 豊臣秀吉（町割りによる博多の復興）
⑨1600年 …………… 黒田長政（福岡の城下町づくり …… 那珂川から西に「福岡」の町を）
⑩1610～1667年 …… 嶋井宗室・大賀宗伯・神谷宗湛・伊藤小左衛門（博多豪商の活躍）
⑪1700年 …………… 貝原益軒（福岡藩国学者）
⑫1807年 …………… 仙涯（聖福寺和尚。人間風刺画で全国に知られる）
⑬1865年 …………… 野村望東尼（幕末の女性勤皇家 …… 高杉晋作を匿う）
⑭1890年 …………… 川上音二郎（「オッペケペー節」で政治家・政界を風刺。新劇の祖）
⑮1940年 …………… 吉岡禅寺洞（口語自由律俳句を提唱。多くの俳人を育てる）
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写真③　川上音二郎像
（福岡市博多区上川端町）

写真④　川上音二郎の墓
（福岡市博多区・承天寺）

写真⑤　櫛田神社と飾り山笠（福岡市博多区上川端町）

（3）「川上音二郎」

文久４年（1864年）博多・対馬小路に生まれる。
知る人ぞ知る、明治期の演劇人。14歳で博多を出奔。博多の港からこっそ
りと無賃乗船し大阪へ。また、そこからは徒歩で東京へと向かっていく。幾
多の職業を転々とするのだが、当時流行の壮士劇に魅かれ演台に上がること
になる。そこで、時の政治（家）を皮肉った自作の「オッペケペー節」が大
当たりをする。民衆の心を掴んだ彼は、一躍時の人となる。今でいうエンタ
テイナー、ヒップホップの元祖である（写真③）。
いつの時代も、庶民は日々の生活に満足することはない。
国家権力の強い当時にありながら、それをものともせず、言論・弁説（壮
士劇）・演劇で、時の政府に立ち向かっていくのだから、一般庶民にとって、
これほど痛快事はなかった。
当然のこと、音二郎の「こきたか放題」（博多言葉：「言いっぱなしで後先
を考えない」の意）の言動は、幾度となく官憲によって封じられることになる。
それでも彼はへこたれない。次は舞台演劇へと、活躍の場を移していく。こ
こでも彼は、これまでの歌舞伎（旧劇）とは一線を画した「新劇」を創って
いくことになる。

海外公演など思いもつかない時代にあって、音二郎は新妻の貞
さだ

奴
やっこ

とともに、
サンフランシスコ・ニューヨーク・ワシントン・ロンドン・パリ・ペテルブ
ルグ（ロシア）と公演をして回る。おりからのヨーロッパにおけるジャポニ
ズム（日本趣味）の追い風もあってか、いずこも彼の舞台は大盛況であった。
明治32年から35年まで、足掛け４年にわたる海外公演に成功して帰国する。
女性（貞奴）を舞台に上げるなど、それまで考えられなかった時代に、彼
の考えはすでに遥か未来を予想していたことになる。
明治44年（1911年）47歳で死去。
今、博多・承天寺（じょうてんじ）境内の墓地の一角で、すぐ後ろを流れ
ている御笠川のせせらぎを聴きながら、ひっそりと眠っている（写真④）。
いつどこにあっても、郷土・博多を忘れずに愛し続けた音二郎は、遺産を全
て博多の総鎮守『櫛田神社』（博多山笠で知られる）に寄付している（写真⑤）。
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（4）吉岡禅寺洞（本名・善次郎）

明治22年（1889年）箱崎に生まれる。「俳句を一生の仕事」という信念を持ち続けた彼は、明治・大正・昭和と、
俳句の芸術性を訴え続ける。有季定型から新傾向へ、次には無季定型となり、最後に行きついたところが口語自
由律と、そのスタンスを変化させていく。禅寺洞の休むことのないこのパイオニア精神は、俳句革新運動の一生
の中によく表れている。
伝統を重んじる俳句の世界にありながらも、彼はこれまでの月並み俳句・花鳥諷詠的な現状に満足することは
できなかった。俳句文学の芸術性を、さらに高めようと、常の挑戦者でありつづけた彼の先鋭的な革新姿勢に、
初めは称賛で迎えられた句誌『ホトトギス』（高浜虚子主宰）からも除名を余儀なくされる。
それでも信念を曲げず、発刊し続けていく博多発の句誌・『天の川』には、全国からの投句が続いていく。

当時の俳句界で、独立峰的な存在としても知られたこれらの俳人もまた、『天の川』に投句しては、それぞれ己
が俳句の道を模索しやがて確立していった。禅寺洞は、持ち前の広い懐で、才能溢れるこれら多くの俳人を、温
かく見守っていたに違いない。私には、このような彼の姿を知るにつけ、彼は俳人である以前に、教育者的資質
の方が強かったように見受けられる。ちなみに、彼の基本的指導理念は、「師風に染まらせない」「個性を尊重し
引き出す」であったという。
禅寺洞が遺した膨大な句の中から、私にとって印象深いものを、次に紹介する。

○ラガー等のそのかちうたのみぢかけれ（横山白虹）

○しんしんと肺碧きまで海の旅（篠原鳳作）

○谺して山ほととぎすほしいまゝ （杉田久女）

○短夜や乳ぜり泣く児を須可捨焉乎（竹下しづの女）　　　

○未亡人泣かぬと記者よまた書くか（佐々木巽）

○水枕ガバリと寒い海がある（西東三鬼）

ち

こだま

す てっちまお か

○幼ない日あそんだ　銀杏の下に立つ　母の遺骨と（写真⑥）

○母という名に生きてきた遺骨の　かるさを抱く

○鉄塔の倦怠　きりぎりす　なきたかぶる

○こがねむしが　ねむっている　雲たちはパントマイム（写真⑦）

○心電図は　どうだったかと　きいている　すずめ

○妻の死　誰かれと話していれば　妻は生きている

○がんこな咳のあいま　白梅の瓶の位置をなおす

○夜明けの　こおろぎが　いそがしい　わたしは死んではならぬ

○目がさめると　いつも夜明けと思う　日暮れの　庭の雪

○季節の歯車を　早くまわせ　スイートピーを　まいてくれ

写真⑥　禅寺洞が母の遺骨を
持って仰ぎ見た大銀杏の下に
今句碑が建っている
（福岡市東区・一光寺境内）
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この内、後の四句は、禅寺洞が晩年病に伏しての句である。「ス
イートピー」の句を最後に、彼は静かに息を引き取った。昭和36
年（1961年）３月17日のことである。禅寺洞がもう一度見たかっ
たスイートピーの花々が咲き始めるまでには、あと少しの時を待
たなければならなかった。

以上、近代に生きた「博多人」二人を見た。二人が目指した分野や方向は異なるが、常の挑戦と開拓者精神そ
れに反骨。この辺りに、私としては、彼らが「博多」育ちと縁のないことではないような気がしている。
ここまで、博多二千年の成り立ちを、地理的・歴史的な視点から思いつくままを紹介した。どうやらこの辺で
紙面も尽きたようだ。不十分なところは、読者自身による「博多散策」で補ってほしい。私の気付いていない新
たな発見が、この町にはきっとあるはずだ。

参考文献・図書

　白石一郎著『博多歴史散歩』創元社　1973年
　川添昭二ほか著『福岡県の歴史』山川出版社　1997年
　福岡市役所『福岡市史・別刊』1968年
　福岡市『福岡の歴史』1979年
　福岡市『ふくおか歴史散歩』1977年
　福岡県歴史教育協議会編『福岡歴史散歩』草土文化　1981年
　朝日新聞福岡総局編『海が語る古代交流』葦書房　1989年
　博多町人文化連盟企画『博多ものしり読本』プランニング秀功社　1985年
　西日本シティー銀行・博多に強くなろうシリーズ №15『川上音二郎』1981年
　<http://www.ncbank.co.jp/chiiki_shakaikoken/furusato_rekishi/hakata/015/01.html>
　ぎょうせい『俳句の旅９九州・沖縄』1988年
　福岡市文学館『吉岡禅寺洞と「天の川」』2007年
　吉岡禅寺洞著『吉岡禅寺洞文集』吉岡禅寺洞文集刊行会　1971年
　吉岡禅寺洞著『定本吉岡禅寺洞句集』吉岡禅寺洞句集刊行会　1967年
　横山房子編著『横山白虹の世界』梅里書房　1991年
　祖父江孝男著『県民性の人間学』ＯＨ文庫　2000年
　八幡和郎著『県民性の不思議』中経文庫　2009年
　武光誠著『知っておきたい日本の県民性』角川ソフィア文庫　2009年

写真⑦　吉岡禅寺洞の句碑
（福岡市中央区・今泉公園内）
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雑談力が上がる話し方
30秒でうちとける会話のルール
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純真学園大学　保健医療学部
看護学科　吉田　貴美代

おなじみの教育学者の齋藤孝さ
んの１冊。
雑談は、人とのコミュニケー
ション力を高める最良の方法であ
ると雑談をすすめています。
しかし「沈黙は怖い。でも雑談
は苦手」という現代人。あまり親
しくない人とのグループワーク、
臨床実習、勉強会、パーティーな
ど、打解けて話したいのに…こん
な悩みを持つ人が多いのではない
でしょうか。雑談をする力、相手
との距離を縮め、場の空気をつか
む、天気の話や「今朝、うちの猫
がね…」なんて話を聞いて何の意
味があるんだと思いがちですが、
雑談というのは会話ではなくコ
ミュニケーション。「中身がない
話」に意味があるのです。豊かな
人間関係や暮らしの安定感が雑談
から伝わってきます。雑談の基本
マナー、雑談の鍛え方、ビジネス
で使える雑談力などが掲載されて
います。
現代を生き抜くためのおすすめ
の一冊です。

人生において本を読み古今東西
の名言・格言をはじめとし、心や
胸に刺さる言葉を毎日の挨拶のよ
うに浴び続ければ、きっと何事に
も前向きかつポジティブな感情が
心を占めると思います。今回、紹
介する本書には、名言・格言をは
じめ、現代の歌や小説などの幅広
いジャンルから2000の心にふれる
言葉が紹介されています。本書の
最もおもしろいところは、掲載さ
れている言葉の解説がないことで
す。これは、言葉に対する受け止
め方には、個人差があり、同じ言
葉を聞いても心への響き方が異な
るためと思います。なかには涙の
出る言葉もありますが、皆さんの
心を楽しく前向きにすることがで
きる一冊であると思います。本書
を手に取ることで、何かしら人生
の指針や目的となる言葉が見つか
ると思います。本書は、心を前向
きかつポジティブにして明るく笑
顔で人生を過ごすために読みたく
なる一冊です。

西東社編集部　著
西東社

必ず出会える！
人生を変える言葉2000

純真学園大学　保健医療学部
放射線技術科学科　河村　誠治
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科学的思考力を身に着けるため
の一冊として本書を推薦したい。
「つねに二足歩行をする動物は
鳥とヒトだけ」
言われてみればその通り。しか
し、その本質的な違いは驚くほど
異なる。ヒトの歩く作業は精緻な
制御がなされている。普段なにげ
なく行っている「歩く」という行
為は、実は謎に満ちた、奥深いも
のであると言うことから本書は始
まる。さてそのハトであるが、
「ぽっぽっぽっ」と言いながら？
首を振って歩く。首を振って歩く
のは理由がある。１）目の位置　
２）歩きかた　３）採餌が関係し
ていると言う。
本書では、首振りの本質をいろ
いろな仮説を挙げ、それを検証す
る。例えば、「重心を保つ」とい
う仮説では頭の重量から仮説を否
定する。このように具体例を提示
しながら話が展開していく。まさ
に研究についての方法論の基本を
教えてくれる一冊であると思う。

藤田　祐樹　著
岩波書店

ハトはなぜ首を振って
歩くのか

（岩波科学ライブラリー 237）

純真学園大学　保健医療学部
検査科学科　金原　正昭

2012年ノーベル生理学・医学賞
を受賞した山中伸弥先生（京都大
学教授）がご自身の半生と研究内
容を語った本です。皆さんにおす
すめする理由は二つあります。一
つ目は、これからの医学のメイン
トピックの一つであろう人工多能
性幹細胞（iPS細胞）について、『「京
都の作り方」の設計図としおり』
という喩えでわかりやすく説明し
てあります。また、iPS細胞発見
にあたっての経緯や戦略が述べら
れています。二つ目は山中先生の
これまでの半生で、苦労したとき
の状況や心境が率直に述べられて
いることです。壁にぶつかった時
期、結果がでなくて苦悩した時期、
「アメリカ後うつ病」にかかり、
朝も起きられなくなってしまった
時の経験を踏まえて、「ぼくの人
生はまさに人間万事塞翁が馬」と
書かれています。
勉強や研究がうまくいかないと
きでも、この本を読むと前向きに
なれて勇気が貰えます。ぜひ読ん
でみてください。

山中　伸弥、緑　慎也　著
講談社

山中伸弥先生に、
人生とiPS細胞について

聞いてみた

純真学園大学　保健医療学部
医療工学科　滑川　亘希

この本の著者は、今では一流企
業である京セラやKDDIをたちあ
げています。一会社の研究員とし
てスタートした著者が現在の立場
まで成功できたのはその働き方に
あるのですが、それが人生の指針、
つまり生き方まで考えが広がって
いきます。著者の言葉を借りれば
「つまり私には、才能は不足して
いたかもしれないが、人間として
正しいことを追及するという、単
純なしかし力強い指針があったと
いうことです。」目標をもって仕
事に真面目にとことん努力すると
必ず道が開けてくる。そして他人
のために良いことをする。利他的
に誠実に人間として正しいことを
すれば必ず良い結果が出てくる。
働くことに喜びを感じ、働くこと
で魂を磨くという生き方をすれば
必ず成功者になれると著者は考え
ています。仏教の言葉を借りた人
生の目標解説もあり硬い感じがす
るところもありますが、一読をお
すすめします。

稲盛　和夫　著
サンマーク出版

生き方
人間として一番大切なこと

純真短期大学
食物栄養学科　緒方　英博
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これはプロ野球の世界で活躍し
た伝説の打撃コーチの生涯を描い
た話です。プロの世界で30年間打
撃コーチを務めた高畠導宏氏がプ
ロの打撃コーチを59歳で引退し、
60歳で新任教師としての道を進み
始めました。30年間に渡り、育て
た選手は、イチロー選手を始め、多
くのタイトルホルダーを育てる名
コーチでした。そんな高畠氏が高
校教師として、そして、甲子園に
向けて歩き始めたそんな矢先に癌
が見つかってしまいます。高畠氏
はこんな言葉を生徒に残しました。
成功の為の７ヵ条

『１．素直であること』
『２．好奇心旺盛であること』
『３．忍耐力があり、諦めないこと』
『４．準備を怠らないこと』
『５．几帳面であること』
『６．気配りができること』
『７．夢を持ち、目標を高く設定

できること』
という言葉を常々言っておられ
たそうです。その言葉に感銘を受
け、今でも私はこの言葉を大切に
しています。是非、読んでみてく
ださい。

門田　隆将　著
講談社

甲子園への遺言
伝説の打撃コーチ　高畠導宏の生涯

（講談社文庫）

純真高等学校　鳥飼　俊輔

図書貸出BEST3

【純真学園大学】

1.「病気がみえる 〈vol.4〉
呼吸器」
（医療情報科学研究所編/メディッ
クメディア）

2.「看護学生のための疾患別看
護過程 〈vol.1〉 ナーシングプ
ロセス（よくわかるBOOK）」
（貝瀬友子ほか/メヂカルフレンド社）

3.「病気がみえる 〈vol.2〉
循環器」
（医療情報科学研究所編/メディック
メディア）

【純真短期大学】

1.「食品学2（Nブックス）」
（菅原龍幸編著/建帛社）

2.「食品解説つき新ビジュアル
食品成分表―「日本食品標
準成分表2010」準拠」
新訂版
（新しい食生活を考える会/大修館
書店）

3.「かわいく たのしい ペープ
サート」
（井上 明美/自由現代社）

 

【新入生にすすめる本】
（図書館報紹介図書を含む）

1.「死者におくる入院案内
（日本実業之社文庫）」
（赤川二郎/日本実業之社）

2.「ゼロからわかる大学生のた
めのレポート・論文の書き方」
（石井一成/ナツメ社）

3.「星の王子さま（集英社文庫）」
（サンテグジュペリ、 池澤直樹新訳/
集英社）

2015年度

中盤過ぎまではＤＶについてが
メインですが、後半からは、じゃ
あＤＶじゃない恋愛をするために
は何が大切なのかという展開に
なってゆきます。
楽しい恋愛は「自尊感情」から！

ということで
「自尊感情＝自己肯定感」
「自分の事を自分で大切にする」
ことの大切さについてとてもわか
りやすく書かれています。
恋愛関係では、配慮やガマンも

確かに必要です。でも自分を殺す
ような配慮や我慢は相手を困惑さ
せるだけ。自分を大切にし、自分
らしさを素直に伝えることは、恋
人を大切にし、恋人を喜ばせるこ
とでもあるのです。
自己主張は攻撃ではないし、コ

ミュニケーションは「攻撃するこ
と」ではないのです。
恋愛についてって、茶化したり

笑い話にしたりするだけじゃなく
て真剣に話せるそんな友達がいる
といいね。

瀧田　信之　著
WAVE出版

それ、恋愛じゃなくて
ＤＶです

純真短期大学
学生係　中村　綾
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純真学園図書館　利用案内

入館方法

退館方法

入館ゲートに図書館カードの磁気部分を
左側下にして挿しこみ、手前に引いて下
さい。

貸出

借りたい本と図書館カードをカウンター
職員にお渡し下さい。

貸出期間の延長

一度だけ貸出期間の延長ができます
（予約が入っている場合を除きます）。

貸出予約

貸出中の本について、次の貸出予約がで
きます。

退館ゲートのバーを押して出て下さい。

貸出冊数

10冊

10冊

学生

教職員

貸出期間

２週間

１ヶ月

場 所 学園本館　地下1Ｆ

①学園正門から
　真っ直ぐ進みます

②向かって左の建物
　が本館

③エレベータか階段で
　地下へ降りて下さい

月－金　9：00 ～ 21：00
土　　　9：00 ～ 17：00

日曜日、国民の祝日
月末の最終平日（月末整理日）
館長が必要と定めた日

開館日時

休 館 日
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貸出できない本

背表紙に以下のシールが貼っている本は
貸出できません。図書館内で見て下さい。

本・雑誌を探す（OPAC）

【アクセス方法】

　純真学園大学HP

http://www.junshin-u.ac.jp/

➡ 左下バナー「図書館」

➡ 検索場所を選択

返却

借りている本をカウンターへお持ち下さ
い。返却手続きをいたします。

※返却が遅れた場合は、返却が遅れた
日数分のペナルティが発生します。

コピー

図書館内の本・雑誌のみコピー可能です。
（白黒１枚10円。カウンターへ申込）

文献の取り寄せ

雑誌記事のコピーや本を他大学から取り
寄せる事ができます（実費）。

お知らせメール （呼び出し君）

学生連絡システム「呼び出し君」で休館
日情報などのお知らせをメール連絡して
います。必ず確認して下さい。

お ぱ っ く

図書館カードを忘れたら入れませんか？Q1

飲食はなぜ禁止なのですか？Q2

入口で学生証を提示して下さい。A1Q3

本を汚すからです。A2

学内PC以外

検索画面（OPAC）へ移動

本の題名やキーワードを
入力し検索ボタンを押す

書名をクリック

結果の中から、目的の本の名前をクリック

詳しい説明が出ますので、 
 （1）書名
 （2）請求記号
 （3）配架場所
をメモしましょう。

教科書

参考書

禁帯出背表紙シール貼付（例）

純真学園図書館報 平成28年４月（14）第　26　号



お 知 ら せ

ノートやプリントを館内でコピーしたいです！Q3 できません。丸善売店へどうぞ。A3

専門書コーナー

視聴覚ルーム
新刊図書
コーナー

特集展示
コーナー

開架書架

雑誌 文庫・新書

小論文・レポートの
書き方の本

開架大型コーナー
高さ28cm以上の大型本を設置

絵本コーナー
絵本・紙芝居を設置

出
入
口

副読本コーナー
講義要項指定の教
科書・参考書を設
置（貸出不可）

館　内
案内図

「新入生にすすめる本」スタンプラリー

今
年
も

や
り
ま
す

大学・短大の先生からの指定推薦図書を１冊読むごとに図書館カウン

ターでスタンプを１つ押します。

スタンプ５個ごとに景品をプレゼントします。

※背表紙に「推薦」マークが付いている本が対象です。

　（04月～09月のスランプラリー期間中、対象図書は「特集展示」

コーナーに設置しています）

※参加対象は、大学・短大の新入生（１年生）です。

※台紙は、新入生オリエンテーション配布の封筒に入っています。

無くした場合は、図書館カウンターへお声がけ下さい。

表

裏

PCエリア

自習室

AVエリア

スタッフエリア
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表

読書スタンプラリー

純真学園図書館

大学・短大 教員推薦図書

裏
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　本の返却が遅れるごとに、遅れた日数分のペナル
ティ（貸出停止期間）を科しています。
　「大事な実習時期に借りられない !」という事が無
いように注意して下さい。

 

図書館内では
お静かに

携帯電話は
マナーモードに

飲食は館外で
携帯電話などの
充電はしないで

借りた本は返却日
までに返して

大事な物は
必ず持ち歩いて

★図書館へのご意見・ご要望は★メールまたは、図書館スタッフまで★

純真学園図書館　e-mail： library@junshin-u.ac.jp

平成27年度図書館長
　加藤亮二（大学副学長）

平成27年度図書館スタッフ
　山本哲也　　末益清美　　石川節夫　　吉田忠幸　　野口啓世

純真学園図書館　図書館報　第26号 平成28年４月１日発行
発行所　〒815‒8510　福岡市南区筑紫丘1‒1‒1 図書館運営委員会
印刷所　〒810‒0012　福岡市中央区白金2‒9‒6 城島印刷株式会社

平成27年度図書館運営委員
　山口淑恵（大学看護学科）、森川恵子（大学放射線技術科学科）、亀子文子（大学検査科学科）、
　中原由木子（大学医療工学科）
　橋本聖子（短大食物栄養学科）、菅原亜紀（短大こども学科）、斎藤貴子（純真高校）

図 書 館 だ よ り

《図書館からのメッセージ》

図書館からのお願い

■学生のみなさんへ
　人に聞く、ネットで調べるなどいろいろなやり方がありますが、そのような時、大いに図書館を
利用して下さい。
　本を読むことを通して、新しいことを知る楽しさを体験し、新たな自分の発見に役立てて下さい。
　図書館では、学生のみなさんのリクエストに応じた本の購入も行っています。
　図書館への意見なども歓迎します。
　それが、より利用しやすく役立つ図書館改革の一歩となります。

返却遅れのペナルティについて


