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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
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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。

巻頭言 図書館の利用サービス向上に向けて

文部科学省では全国の図書館が“よりサービス向上に向けて取り組んで欲しい”との希望から
各地における様々な特徴的な取組みの事例を紹介し啓発している。

その中から３つの取り組みを紹介したい。
取り組みの特徴としては「図書館が人・街・社会を育む情報拠点を目指し、様々な利用者へのサー

ビス向上に向けて」を展開している点である。
取組１では“こどもが選ぶ、友だちにすすめたい本（宇都宮市）”として、子供達が話し合い

をしながら子供の目線で選書し子供の読書活動を啓発することを目指し、また、子供達が友だち
にすすめたい本を選ぶことからその本に親しみを持ちやすい、などが特徴とされている。

取組２では“科学の本の読み聞かせと図書館で出会う科学コミュニケーション（東久留米市）”
で、この取組は文学中心であった児童への読書推進活動に科学の視点を取り入れたことで文系の
利用者が科学と出会うチャンスを広げ、体験等で得た自然や科学への関心を本で知識として整理
し興味を広げることができるとしている。

取組３では“多様な図書館サービス展開する（山口県萩市）”として、市民を巻き込んだ図書
館運営を行い、歴史的財産の有効活用、図書館が集いの場・地域コミュニティー発展の場となる
ことを目指した取り組みを導入。市民が組織したNPOと行政とが協働運営し、図書館がサロンと
しての機能の充実に力を注いでいる。

このように図書館の持つ知的財産を広く公開し、大学の学生だけではなく、児童や市民などへ
門戸を開いて更なる利用の向上を目指している点は大学図書館のあり方にも参考となる事例であ
る。純真学園図書館も夏季休暇の時期に高校生への開放を実施しているが、市民への利用も含め
検討する時期に来ている。

図書館長　加藤  亮二

返却遅れのペナルティについて



　沈丁花、金木犀、くちなし。三大香木として親しまれ
ている花だが、とりわけ初夏に美しい白い花を咲かせる
くちなしは、女子大生であった頃の想い出と重なり、ふ
とタイムスリップさせてくれる。現在の職種とはおよそ
縁遠い世界の大学生活であった。ミッション系の女子大
で、教師にはシスターも多かった。木製の長い廊下、
高い天井から下がる吊り電球、規則正しく並ぶ縦長の
格子窓からは、庭園の草木や樹木が常に目に映った。
くちなしは、正門から校舎へと続く庭園で、踏み石に沿っ
て低く剪定されて植え込まれていた。花が咲くと甘い香
りが一面漂うが、梅雨入りになる頃咲き始めるので、き
れいだった花が茶色くなる頃には雨で地面にたたき落と
されることとなり、それが憐れで可愛そうな気がしたも
のだった。
　この花の香りを嗅ぐと、ここを想い出してほしいと言
われた当時の学長＊の方を、何よりも懐かしく想い出す。

「この世に雑用という仕事はありません。人が用を雑に
扱うとき、それは心の中から生まれます。」そんな話を、
折々に触れて教えてくださった。いつも穏やかで、にこ
やかに微笑んでいる方だったが、若い頃は御自分が傲
慢な性格で笑顔が少なく、鬼みたいだと友人から言わ
れた話を微笑みながら語って下さり、それを聞いてか
えって安心したのを憶えている。
　卒業式、伝統のキャップアンドガウンの授与式のため、
丸３日かけて練習があった。高さまで指定されたヒール
の靴を履き、整列が美しいようにと全学生を背の順に一
列に並べるところから始まり、一歩ずつ、ひたすら曲に
合わせて歩く練習だった。式当日、エルガーの威風堂々
のピアノ伴奏の中、これでもう練習しなくてすむとの思
いで歩いたが、今ではあの曲を聴くと当時の凛とした空
気感と、いよいよ学生生活に終わりを告げて社会に出
て行くのだという覚悟までもが鮮やかに蘇る。４年間の

想い出すひと

純真学園大学　保健医療学部　放射線技術科学科
森川　惠子

学生生活を、さして悩みも苦労もなく過ごした私のよう
な学生が大半だろうと察してのことか、最後に伝えられ
た言葉は、「あなた方一人一人が、幸せであるように祈
ります。ですが、苦しみのときこそ最も大切な時である
ことをどうぞ忘れないでください。」だった。当時、意
気揚 と々社会へ旅立とうとする時に、何かぴんとこない
という気がしたが、その後四半世紀かけてその言葉の
意味を理解していくこととなった。
　小さな事こそ、心をこめて大切に、自分のせいで回り
を不愉快にさせないように…、人としての教えがどれだ
け有難いことだったが、卒後教わるという機会が大きく
減ってから、ようやく気づいた。あの時間が、結局自分
の中で種となった。未だその種から花が咲いたとはとて
も思えないが、遅咲きの花もあるから、そのうち咲くか
もしれない。そういえば、くちなしは実をつける。中国
医学では「山梔子（さんしし）」の生薬名で処方され、
疲労回復効果が高いことから江戸時代には旅人が好ん
で食べたという歴史もある。私が憐れんだ茶色になっ
た花びらは、一時の姿を見ただけだったようだ。

＊故渡辺和子：前ノートルダム清心学園理事長　
「置かれた場所で咲きなさい」等著書多数　　

きんもくせい

　私はSF小説や映画が好きですが、このジャンルは、
行きすぎた科学技術の暴走をテーマにした作品が少なく
ありません。小説ではアイザック・アシモフの「我はロボッ
ト」やアーサー・Ｃ・クラークの「2001年宇宙の旅」。
映画では「ターミネーター」シリーズが思い浮かびます。

「マトリックス」３部作では、コンピュータによる仮想現
実の中で「生かされている」培養液浸けの人類が登場
します。光瀬龍の代表作「百億の昼と千億の夜」の中
にも同様の「ＺＥＮ－ＺＥＮ」という都市が出てきます。
　こうした人間の頭脳に匹敵する人工知能（AI）とい
うと遠い未来のものと思われていましたが、昨今その技
術が急速に進歩しています。またこうした技術の覇権を
握ることが莫大な富を生むとして、世界中のIT関連企
業がAI技術の開発にしのぎを削っています。たとえば
実用化している自動車の「衝突被害軽減システム」は、
AI技術と組み合わせて自動車の完全自動運転技術に繋
げようとしています。またオックスフォード大学のマイケ
ル・オズボーン准教授の研究によれば、今後10 ～ 20
年で47％の仕事が機械に取って代わられると言われてい
ます。人が科学技術に支配される現実は絵空事ではな
くなってくるかもしれません。
　では、どんなに進歩した科学技術にも超えられない、
人にしかできないことはなんでしょうか。私は「思惟す
ること」ではないかと思います。学問で言えば「哲学」
や「倫理学」といった分野がそれに当てはまるでしょう
か。あるいは宗教という分野も、その真理をAIが理解
できるのかはなはだ疑問です。科学技術がそれを理解
し「思惟」できるのは、さすがにまだ遠い先ではない
かと思います。
　そう考えたとき、いまの日本において「文系」といわ
れる学問分野が軽く見られているのは残念なことです。
考える作業は時に面倒なものです。あるいは「答え」

「人工知能はプラトンの夢を見るか？」

純真学短期大学　こども学科
飯塚 恭一郎

が出てこない禅問答のような問題を考えなければならな
いこともあります。文系の学問は、すぐに画期的な商品
開発に繋がるとか、即座に生活を便利に豊かにして経
済的発展に結びつくものではないかもしれせん。しかし、
科学技術を人の幸せに結びつけるためにも、そこに倫
理や生きることの哲学的裏付けが必要なはずです。そ
してそれを考えることは人にしかできない仕事でしょう。
　昨今、より早く結果を出すことが求められる世知辛い
世の中になってきていますが、私たちにはせっかく祖先
から引き継いできた人としての英知と文化、そして思想
や哲学があります。その頭脳を退化させることなく人工
知能に譲ることなく、精一杯考えて思惟して、子孫に引
き継いでいきたいものだと思います。
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平成25年「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネ
スコ無形文化遺産に登録されました。日本の食文化は、
年中行事と密接に関わっています。毎年繰り返され、
伝えられていく行事には、四季折々の自然と向き合い、
自然の中に美を見出し、自然・環境と共生する意味が
込められています。そこには、先人たちの願いや思い、
知恵がたくさん詰まっています。

日本では、日常の食事を「ケ」の食事、特別な日の
食事を「ハレ」の食事と言います。「ハレ」の食事は、
年中行事や人生儀礼に伴う個人的な記念日にいただき
ます。

行事食は、家内安全と家族の健康、子孫繁栄、豊作・
豊漁を願って、縁起の良い食べ物を神前にお供えした
ことが始まりです。「神人共食」直会（なおらい）を通
して、家族や地域の絆を深めてきたと言われています。

このときの神事のお供え料理は節会（せちえ）の料
理と呼ばれ、正月のハレの料理である「おせち」とし
て残っています。お節供〈おせち料理〉に用いられる
食材には、一つひとつ意味があり、黒豆は勤勉や健康、
えびは長寿、田作りは豊作、かずのこは子孫繁栄など
の願いが込められており、これらを祈願してお節供を
いただきます（図１）。

日本の主な行事と行事食を表１に示しました。

代表的な行事には、五節供（節句）があります。これは季節の節目として奇数が重なる日を祝う行事で、１月
７日「人日」（七草）、３月３日「上巳」（ひな祭り）、５月５日「端午」（こどもの日）、７月７日「七夕」、９月９
日「重陽」の節句が該当します。行事食の意味を知ることは、それらを感じ、日々の暮らしを豊かにすることに
繋がります。五節句の「人日の節句」では、一年の無病息災を願って七草粥を食べます。「上巳の節句」は、女子
の健やかな成長を願い、ちらしすし、蛤のお吸い物、白酒、ひなあられ、菱餅を頂きます。菱餅の三色は、桃の花、

白酒、よもぎを表し、赤は厄病よけ、白は清浄、緑は
邪気を祓う力があると言われています（図２）。

「端午の節句」は、男の子が強くたくましく成長する
ことを願い柏餅などをいただきます。柏餅は、柏の木
は新芽が出るまで古い葉が落ちないので、家系が絶え
ない願いが込められています（図３）。

「七夕の節句」では、中国の故事にちなんで、そうめ
んをいただきます（図４）。

「重陽の節句」では、「菊の葉からしたたる露は不老
不死の薬となる」という中国の伝説から、不老長寿を
願い菊花酒を飲みます。このように旬の食材で四季を
感じ、食べ物に精神的な意味を持たせ、行事食は伝承
されてきました。行事食は、季節の移り変わりを五感
で感じるための知恵とも言えます。

食物栄養学科では、授業や公開講座において行事食
を実践しています。１年次には、お正月やクリスマス
料理を学び、２年次には会席料理を作ります（図５）。
また、フードコーディネートでは、テーブルセッティ
ングを行います（図６）。

公開講座では、「ひな祭りのちらしずし作り」や「学
生による食育講座」などを実施し、食文化の伝承を行っ
ています（図７）。　

現在、食の外部化、ライフスタイルの多様化などに
より、家庭において、食材に関する知識、調理技術、
食文化、食に関するマナーなどを継承することが難し
くなっています。そこで改めて、日本の伝統的な食文
化を見直し、実践していく必要があると思います。

図書館には、さまざまな行事食の本が開架されてい
ます。まずは、それらの本を手に取ってみてください。
日本の四季の移ろいや自然の美しさに多種多様な旬の
食材、その旬の食材の恵みをいただくことの大切さを
再認識できると思います。日本の食文化を見直し、先
人の知恵を学んでみませんか？

純真短期大学 食物栄養学科
宅間真佐代　　都築　廣久　　下村久美子　　緒方　英博　　橋本　聖子
松藤　泰代　　津村　有紀　　松元　祥子　　猶塚やよい　　田中　樹理

先人の知恵　行事食を楽しみませんか
～ 行事食と食物栄養学科 ～

図１　お正月料理

図２　菱餅 図３　柏餅

図４　そうめん

表１　行事と行事食

図５　会席料理　学生作品

図６　テーブルセッティング学生作品「お月見」

図７　公開講座　「学生による食育講座」
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「おもてなしのテーブルセッ
ティング七十二候―旧暦で楽し
む和のしつらえ」

浜　裕子【著】
誠文堂新光社

春夏秋冬40の食卓演出がなされ
ています。テーブルセッティング
について、演出の小物や花、料
理、色彩の４つのポイントごとに
まとめられ、生活に取り入れやす
い構成となっています。

うたう♪たべる！あそぶ！　
12か月の行事のえほん

講談社【編】
講談社

絵本「おくむら　あやお　ふる
さとの伝承料理」（全13巻）

奥村彪生【文】/塚本やすしほ
か【絵】
農山漁村文化協会

行事の由来などが、こどもたちにわかりやすく紹介されています。

絵本「ぎょうじのえほん 
―ぎょうじのゆらい  いみ  ち
しき」（のびのび総合知育絵本）

西本　鶏介【文】
ポプラ社

「和食と食育―和食のこころを
受け継ぎそして次世代へ」

江原　絢子【編著】
アイ・ケイコーポレーション

「和食」の文化的背景を理解
し、それを保護し、次世代に継承
するための「食育」を実践する参
考書です。食育の取り組みについ
ても紹介されています。

「日本の食文化　
その伝承と食の教育」

江原 絢子/石川 尚子【編著】
アイ・ケイコーポレーション

日本の食文化の歴史が、年表や
写真などによりわかりやすく説明
されています。日本の食文化の形
成過程や大陸からの文化の影響な
どについて、大変興味深く読める
本です。

「日本の食文化史　
旧石器時代から現代まで」

石毛　直道【著】
岩波書店

日本の食の変遷を食文化研究の
視点で書かれた食文化史です。

「和ごよみと四季の暮らし―写
真でつづる「やさしい」暮らし
歳時記 (実用BEST BOOKS)」

新谷　尚紀【監修】
日本文芸社

暦（新暦・旧暦）を使って伝統
的な和の暮らしや行事の由来を紹
介しています。料理のコラムがあ
ります。

※現在は絶版

絵本「和食のすべてがわかる本」
（全４巻）

こどもくらぶ【編】
ミネルヴァ書房

日本文化から世界に広がる和食
までを紹介。楽しく作れるレシピ
付なので、目で見ても楽しめま
す。

「カラー版　英語でつくる和食　
食の歳時記」

ナヴィインターナショナル【編】
ナツメ社

春夏秋冬　日本の伝統行事や季
節の料理を英語で楽しむ本です。
外国の方へ料理を説明する時やレ
シピを作る際に役に立つ本です。

「暮らしの室礼十二か月―季節
の心をかたちにして」

山本　三千子【著】
淡交社

「室礼（しつらい）」とは、心
を季節の物に託して盛ることで
す。年中行事の中にある「もの」
とその「形」「色」「数」などに
託して、季節の心をかたちにして
表現しています。家庭でも参考に
することが出来る本です。
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行
事
食
の
本

食
物
栄
養
学
科
お
す
す
め



「おもてなしのテーブルセッ
ティング七十二候―旧暦で楽し
む和のしつらえ」

浜　裕子【著】
誠文堂新光社

春夏秋冬40の食卓演出がなされ
ています。テーブルセッティング
について、演出の小物や花、料
理、色彩の４つのポイントごとに
まとめられ、生活に取り入れやす
い構成となっています。

うたう♪たべる！あそぶ！　
12か月の行事のえほん

講談社【編】
講談社

絵本「おくむら　あやお　ふる
さとの伝承料理」（全13巻）

奥村彪生【文】/塚本やすしほ
か【絵】
農山漁村文化協会

行事の由来などが、こどもたちにわかりやすく紹介されています。

絵本「ぎょうじのえほん 
―ぎょうじのゆらい  いみ  ち
しき」（のびのび総合知育絵本）

西本　鶏介【文】
ポプラ社

「和食と食育―和食のこころを
受け継ぎそして次世代へ」

江原　絢子【編著】
アイ・ケイコーポレーション

「和食」の文化的背景を理解
し、それを保護し、次世代に継承
するための「食育」を実践する参
考書です。食育の取り組みについ
ても紹介されています。

「日本の食文化　
その伝承と食の教育」

江原 絢子/石川 尚子【編著】
アイ・ケイコーポレーション

日本の食文化の歴史が、年表や
写真などによりわかりやすく説明
されています。日本の食文化の形
成過程や大陸からの文化の影響な
どについて、大変興味深く読める
本です。

「日本の食文化史　
旧石器時代から現代まで」

石毛　直道【著】
岩波書店

日本の食の変遷を食文化研究の
視点で書かれた食文化史です。

「和ごよみと四季の暮らし―写
真でつづる「やさしい」暮らし
歳時記 (実用BEST BOOKS)」

新谷　尚紀【監修】
日本文芸社

暦（新暦・旧暦）を使って伝統
的な和の暮らしや行事の由来を紹
介しています。料理のコラムがあ
ります。

※現在は絶版

絵本「和食のすべてがわかる本」
（全４巻）

こどもくらぶ【編】
ミネルヴァ書房

日本文化から世界に広がる和食
までを紹介。楽しく作れるレシピ
付なので、目で見ても楽しめま
す。

「カラー版　英語でつくる和食　
食の歳時記」

ナヴィインターナショナル【編】
ナツメ社

春夏秋冬　日本の伝統行事や季
節の料理を英語で楽しむ本です。
外国の方へ料理を説明する時やレ
シピを作る際に役に立つ本です。

「暮らしの室礼十二か月―季節
の心をかたちにして」

山本　三千子【著】
淡交社

「室礼（しつらい）」とは、心
を季節の物に託して盛ることで
す。年中行事の中にある「もの」
とその「形」「色」「数」などに
託して、季節の心をかたちにして
表現しています。家庭でも参考に
することが出来る本です。

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（6） 第　27　号 第　27　号 （7）純真学園図書館報

行
事
食
の
本

食
物
栄
養
学
科
お
す
す
め



オックスフォード大学（筆者）

ボドリアン図書館の内部

食堂

食堂（食卓拡大）

レイコック寺院

ハリーポッター
ロケ地で（筆者）

図書館の機能は言うまでもなく図書、雑誌など様々な資
料を収集、整理、保存し、利用者へ資料を提供する施設で
あるが、最近では集会等を行う施設もしくは機関としての
役割もある。日本国内における近代以前の図書館としては
青柳文庫、金沢文庫や足利学校などが有名であり、また、
欧米の図書館を日本に最初に紹介したのは福沢諭吉と言わ
れているが、その著書『西洋事情』の中で大英博物館図書
室や諸外国の納本制度を記している。

一方、世界の図書館の中で、古代の三大図書館としては
①アレクサンドリア図書館（エジプト）、②ペルガモン図書
館（トルコ）、③ケルスス図書館（トルコ）が知られているが、
最近は“世界の図書館めぐり”を分かり易く紹介する本が
多く出版している。

例えば、“死ぬまでに行きたい世界の図書館”、“世界の美
しい図書館”、“美しい知の遺産世界の図書館”や“世界の
夢の図書館”などがある。これらを参照すると、図書館を
①建物の歴史的・芸術的な遺産として、②所蔵数、③所蔵品
の貴重な遺産として、④豪華さ・美しさ、⑤映画のロケなど、
いくつかのカテゴリに分類し紹介している。

その中で、“死ぬまでに行きたい図書館”の本が推奨する
ベスト３をみると

①　オックスフォード大学のボドリアン図書館
　　“デューク・ハンフリー図書館”（英国）
②　ニューヨーク公共図書館（米国）
③　ドモント修道院図書館（オーストリア）

があげられている。そこで、筆者も10年前に訪問したボ
ドリアン図書館を紹介する。

ご存知の方も多いと思われるが、ボドリアン図書館はヨーロッパでも有数の伝統を誇る図書館であり、オクッ
スフォード大学の図書検索機関として機能している。歴史的には創立1602年と云われ、英国のオックスフォード
の街に位置する施設とそれ以外の場所にある書庫からなっている。

世界の図書館 ⑪

～ボドリアン図書館～

純真学園大学
 加藤　亮二

このボドリアン図書館のルーツを遡ると1602年より以前（14世紀頃）とされているが、特に1435年からハンフリー
公（ヘンリー５世の弟）が大量の写本を寄贈したことが始まりとされている。収蔵品は1100万点、スタッフは400
人以上で、主なコレクションはグーテンベルグ聖書、シェークスピアのファースト・フォリオ、アシュモール原稿、
ボドリー写本や徳川家康の朱印状まで多岐にわたり収集さ
れている。個人で拝観を希望する場合は見学入場ツアーで
行くと容易である（料金は７～ 13ポンド）。

また、この図書館はハリーポッターのロケ地としても有
名であり、ロケはデューク・ハンフリー図書館、デイヴィ
ニテイスクールやクライストチャーチカレッジ（いずれも
オックスフォード大学）で行われている。筆者もこれらの
ロケ地を訪問し、さらにこれとは異なるレイコック寺院（レ
イコック）も訪れた。

皆さんも機会あれば是非に訪問してください

文中ご紹介いただいた図書は、全て純真学園図書館で読むことが出来ます（４-６月は特集展示コーナーに設置）

「西洋事情」
（福澤諭吉著、マリオ
ン・ソシエ、西川俊作
編/慶應大学出版会）

「死ぬまでに行きたい世
界の図書館（SAKURA・
MOOK 50）」

（伊勢出版 （世界の図書館
再発見委員会）編/笠倉
出版社）

「美しい知の遺産　世界
の図書館」

（ジェームズ・W・P・
キャンベル著、ウィル・
プライス写真、野中邦
子、高橋早苗訳/河出書
房新社）

「世界の美しい図書館」
（アフロ、アマナイメージ
ズ写真、風日舎、黒澤円
テキスト、関田理恵編/パ
イ インターナショナル）

「世界の夢の図書館」
（清水玲奈ほか/エクス
ナレッジ）

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（8） 第　27　号 第　27　号 （9）純真学園図書館報



オックスフォード大学（筆者）

ボドリアン図書館の内部

食堂

食堂（食卓拡大）

レイコック寺院

ハリーポッター
ロケ地で（筆者）

図書館の機能は言うまでもなく図書、雑誌など様々な資
料を収集、整理、保存し、利用者へ資料を提供する施設で
あるが、最近では集会等を行う施設もしくは機関としての
役割もある。日本国内における近代以前の図書館としては
青柳文庫、金沢文庫や足利学校などが有名であり、また、
欧米の図書館を日本に最初に紹介したのは福沢諭吉と言わ
れているが、その著書『西洋事情』の中で大英博物館図書
室や諸外国の納本制度を記している。

一方、世界の図書館の中で、古代の三大図書館としては
①アレクサンドリア図書館（エジプト）、②ペルガモン図書
館（トルコ）、③ケルスス図書館（トルコ）が知られているが、
最近は“世界の図書館めぐり”を分かり易く紹介する本が
多く出版している。

例えば、“死ぬまでに行きたい世界の図書館”、“世界の美
しい図書館”、“美しい知の遺産世界の図書館”や“世界の
夢の図書館”などがある。これらを参照すると、図書館を
①建物の歴史的・芸術的な遺産として、②所蔵数、③所蔵品
の貴重な遺産として、④豪華さ・美しさ、⑤映画のロケなど、
いくつかのカテゴリに分類し紹介している。

その中で、“死ぬまでに行きたい図書館”の本が推奨する
ベスト３をみると

①　オックスフォード大学のボドリアン図書館
　　“デューク・ハンフリー図書館”（英国）
②　ニューヨーク公共図書館（米国）
③　ドモント修道院図書館（オーストリア）

があげられている。そこで、筆者も10年前に訪問したボ
ドリアン図書館を紹介する。

ご存知の方も多いと思われるが、ボドリアン図書館はヨーロッパでも有数の伝統を誇る図書館であり、オクッ
スフォード大学の図書検索機関として機能している。歴史的には創立1602年と云われ、英国のオックスフォード
の街に位置する施設とそれ以外の場所にある書庫からなっている。

世界の図書館 ⑪

～ボドリアン図書館～

純真学園大学
 加藤　亮二

このボドリアン図書館のルーツを遡ると1602年より以前（14世紀頃）とされているが、特に1435年からハンフリー
公（ヘンリー５世の弟）が大量の写本を寄贈したことが始まりとされている。収蔵品は1100万点、スタッフは400
人以上で、主なコレクションはグーテンベルグ聖書、シェークスピアのファースト・フォリオ、アシュモール原稿、
ボドリー写本や徳川家康の朱印状まで多岐にわたり収集さ
れている。個人で拝観を希望する場合は見学入場ツアーで
行くと容易である（料金は７～ 13ポンド）。

また、この図書館はハリーポッターのロケ地としても有
名であり、ロケはデューク・ハンフリー図書館、デイヴィ
ニテイスクールやクライストチャーチカレッジ（いずれも
オックスフォード大学）で行われている。筆者もこれらの
ロケ地を訪問し、さらにこれとは異なるレイコック寺院（レ
イコック）も訪れた。

皆さんも機会あれば是非に訪問してください

文中ご紹介いただいた図書は、全て純真学園図書館で読むことが出来ます（４-６月は特集展示コーナーに設置）

「西洋事情」
（福澤諭吉著、マリオ
ン・ソシエ、西川俊作
編/慶應大学出版会）

「死ぬまでに行きたい世
界の図書館（SAKURA・
MOOK 50）」

（伊勢出版 （世界の図書館
再発見委員会）編/笠倉
出版社）

「美しい知の遺産　世界
の図書館」

（ジェームズ・W・P・
キャンベル著、ウィル・
プライス写真、野中邦
子、高橋早苗訳/河出書
房新社）

「世界の美しい図書館」
（アフロ、アマナイメージ
ズ写真、風日舎、黒澤円
テキスト、関田理恵編/パ
イ インターナショナル）

「世界の夢の図書館」
（清水玲奈ほか/エクス
ナレッジ）

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（8） 第　27　号 第　27　号 （9）純真学園図書館報
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ジェリー・ミンチントン　著
弓場　　隆　訳

ディスカヴァー・トゥエンテワン

自分の価値に気づくヒント
（ディスカヴァー携書）
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純真学園大学　保健医療学部
看護学科　伊藤　尚加

私は、図書館や本屋が大好きで
す。何も考えずにそこに行くと、
出会える本があります。そして、
偶然手に取った本には必ずといっ
ていいほどその時に欲しい答えが
あります。

この本もその中の一冊です。
それは、ジェリー・ミンチント

ン（弓場隆訳）の「自分の価値に
気づくヒント」です。

この本に出会ったときは、本当
に何をしてもうまくいかず前向き
に物事を考えることができません
でした。しかし、この本を読み自
分自身の価値や生き方について見
直す事ができました。

この本には、「あるがままの自
分を受け入れることが大切だ。」
と述べられています。私は、この
本を読み自分自身を否定してはい
けないと感じました。

なかなか難しいですが、生き方
や考え方を変えられるのも自分自
身なのだと今は思っています。

何か物事がうまくいかないなあ
と思っている方にはお勧めしたい
一冊です。

「国際化の波のなかで医療従事
者にも英語力が求められている。
でも差し当たって何をしたら良い
のだろうか。」そんな君におすす
めなのが本書だ。医学用語に限ら
ず、自然科学の用語はヨーロッパ
の伝統に従ってラテン語やギリ
シャ語を語源とする語根や接頭
辞、接尾辞といった「パーツ」の
組み合わせで構成されている。
ちょっと難しそうに感じられるか
もしれないが、「パーツ」をいく
つか覚えてしまえばあっという間
に何十という医療英単語の意味が
わかるようになることに気がつく
だろう。本書ではアメリカに留学
している日本人留学生のトシがボ
スに呼び出されてタイトルのよう
な指令を受け、先輩の美人研究者
ソフィーの献身的なサポートを受
けながらそれに挑戦していく。そ
のストーリーに乗せてトシと一緒
に「パーツ」を覚えていくのだ。
きっとハラハラドキドキしながら
楽しく学習できるだろう。大学生
だけでなく医療系や生物系を志す
高校生にもおすすめの１冊である。

田淵アントニオ　著
SCICUS

トシ、１週間であなたの医療
英単語を100倍にしなさい。
できなければ解雇よ。

純真学園大学　保健医療学部
検査科学科　福應　温

「サルではなくて、ゴリラであ
りたい?!」

サルは序列社会を形成します
が、ゴリラは群れの中で序列を作
りません。人間の組織の中で最も
古く今でも機能している社会形態
は「家族」です。人間が人間らし
く振る舞うためには「家族」の存
在が大切です。人間は「家族」と「共
同体」の２つの集団に所属して暮
らしています。人間のもつ普遍的
な社会性は①奉仕の精神②互酬性
③帰属意識の３つです。この社会
性のもとに人間は２つの集団を上
手に使いこなしながら進化してき
ました。しかしながら、現代は人
間らしさを保つための家族をない
がしろにし、個人主義が突き進み、
社会は平等性を失いつつありま
す。結果、序列社会であり個人の
利益と効率を優先するサル化社会
になり始めています。人間らしい
振る舞いを保つためにこの本を読
んでみてください。皆さんのもつ

「共感能力」を呼び覚ましてくれ
ることでしょう。

山極　寿一　著
集英社インターナショナル

「サル化」する人間社会
（知のトレッキング叢書）

純真学園大学　保健医療学部
医療工学科　伊藤　英史

「チームバチスタの栄光」で一
躍脚光を浴びた現役の病理医でも
ある海堂尊が「日本の医療の開拓
者として各分野で実績のある人
物」を紹介したTV番組で36名と
対談したのを３シリーズで書籍化
している１冊である。学生時代に
学ぶべきことは数多くあるが、医
療人として将来を考える時に、偉
大なる医療のパイオニアでありな
がら社会から光があたらなかった
時代に、苦しみ、もがきながら夢
を追い求め、ひたすら真摯に立ち
向かう姿勢に心が動かされること
間違いなしである。死因究明社会
を根絶するために自らAiを提唱し
た著者が必ずしも社会から評価さ
れなかった自分とゲストを対比し
ながら、夢の実現に向けての軌跡
を見事に表現されている。著者と
の出会いが自分の人生を大きく展
開させてくれた。学生諸君も３シ
リーズになっているが、この本を
読んで、夢を実現するために是非
とも薦める１冊である。

海堂　　尊　著
PHP研究所

日本の医療  この人を見よ
「海堂ラボ」Vol.１
（PHP新書）

純真学園大学　保健医療学部
放射線技術科学科　阿部　一之

絵本を読むと、“懐かしい”、“こ
の絵本好き”等、幼い頃に読んでも
らったことを思い出す学生さんもいる
のではないでしょうか。柳田邦男さん
は、“大人こそ絵本を”と、大人になっ
てからも絵本を読むことを推奨してい
ます。この１冊は、私が大人になっ
て読み、感動した絵本のひとつです。
子どもの頃、自分の意とは反して大
人に怒られ、そうじゃないと反論もで
きず自分の思いが認められなかった
経験がありませんか。大きな声で歌う
ことが入学当初は褒められるのに、
時間がたてば“うるさい”と注意さ
れてしまう。このように時には、大人
の都合で怒られてしまうこともある。
その切ない子どもの心が描写されて
いて、主人公である小学生の男の
子の心に共感する場面が多くありま
す。１冊の絵本ですが、学生さんに
読み聞かせをすると“泣きそうになっ
た”、“私もこんな気持ちだった”とい
う感想がでてきます。そこから、今の
自分、これからの自分を考えるきっか
けにもなります。今だからこそ、絵本
を読み、自分の心と向き合ってみて
はいかがでしょうか。

くすのき　しげのり　作
石井　聖岳　絵

小学館

おこだでませんように

純真短期大学
こども学科　砥上　あゆみ

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（10） 第　27　号 第　27　号 （11）純真学園図書館報
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ジェリー・ミンチントン　著
弓場　　隆　訳

ディスカヴァー・トゥエンテワン

自分の価値に気づくヒント
（ディスカヴァー携書）
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純真学園大学　保健医療学部
看護学科　伊藤　尚加

私は、図書館や本屋が大好きで
す。何も考えずにそこに行くと、
出会える本があります。そして、
偶然手に取った本には必ずといっ
ていいほどその時に欲しい答えが
あります。

この本もその中の一冊です。
それは、ジェリー・ミンチント

ン（弓場隆訳）の「自分の価値に
気づくヒント」です。

この本に出会ったときは、本当
に何をしてもうまくいかず前向き
に物事を考えることができません
でした。しかし、この本を読み自
分自身の価値や生き方について見
直す事ができました。

この本には、「あるがままの自
分を受け入れることが大切だ。」
と述べられています。私は、この
本を読み自分自身を否定してはい
けないと感じました。

なかなか難しいですが、生き方
や考え方を変えられるのも自分自
身なのだと今は思っています。

何か物事がうまくいかないなあ
と思っている方にはお勧めしたい
一冊です。

「国際化の波のなかで医療従事
者にも英語力が求められている。
でも差し当たって何をしたら良い
のだろうか。」そんな君におすす
めなのが本書だ。医学用語に限ら
ず、自然科学の用語はヨーロッパ
の伝統に従ってラテン語やギリ
シャ語を語源とする語根や接頭
辞、接尾辞といった「パーツ」の
組み合わせで構成されている。
ちょっと難しそうに感じられるか
もしれないが、「パーツ」をいく
つか覚えてしまえばあっという間
に何十という医療英単語の意味が
わかるようになることに気がつく
だろう。本書ではアメリカに留学
している日本人留学生のトシがボ
スに呼び出されてタイトルのよう
な指令を受け、先輩の美人研究者
ソフィーの献身的なサポートを受
けながらそれに挑戦していく。そ
のストーリーに乗せてトシと一緒
に「パーツ」を覚えていくのだ。
きっとハラハラドキドキしながら
楽しく学習できるだろう。大学生
だけでなく医療系や生物系を志す
高校生にもおすすめの１冊である。

田淵アントニオ　著
SCICUS

トシ、１週間であなたの医療
英単語を100倍にしなさい。
できなければ解雇よ。

純真学園大学　保健医療学部
検査科学科　福應　温

「サルではなくて、ゴリラであ
りたい?!」

サルは序列社会を形成します
が、ゴリラは群れの中で序列を作
りません。人間の組織の中で最も
古く今でも機能している社会形態
は「家族」です。人間が人間らし
く振る舞うためには「家族」の存
在が大切です。人間は「家族」と「共
同体」の２つの集団に所属して暮
らしています。人間のもつ普遍的
な社会性は①奉仕の精神②互酬性
③帰属意識の３つです。この社会
性のもとに人間は２つの集団を上
手に使いこなしながら進化してき
ました。しかしながら、現代は人
間らしさを保つための家族をない
がしろにし、個人主義が突き進み、
社会は平等性を失いつつありま
す。結果、序列社会であり個人の
利益と効率を優先するサル化社会
になり始めています。人間らしい
振る舞いを保つためにこの本を読
んでみてください。皆さんのもつ

「共感能力」を呼び覚ましてくれ
ることでしょう。

山極　寿一　著
集英社インターナショナル

「サル化」する人間社会
（知のトレッキング叢書）

純真学園大学　保健医療学部
医療工学科　伊藤　英史

「チームバチスタの栄光」で一
躍脚光を浴びた現役の病理医でも
ある海堂尊が「日本の医療の開拓
者として各分野で実績のある人
物」を紹介したTV番組で36名と
対談したのを３シリーズで書籍化
している１冊である。学生時代に
学ぶべきことは数多くあるが、医
療人として将来を考える時に、偉
大なる医療のパイオニアでありな
がら社会から光があたらなかった
時代に、苦しみ、もがきながら夢
を追い求め、ひたすら真摯に立ち
向かう姿勢に心が動かされること
間違いなしである。死因究明社会
を根絶するために自らAiを提唱し
た著者が必ずしも社会から評価さ
れなかった自分とゲストを対比し
ながら、夢の実現に向けての軌跡
を見事に表現されている。著者と
の出会いが自分の人生を大きく展
開させてくれた。学生諸君も３シ
リーズになっているが、この本を
読んで、夢を実現するために是非
とも薦める１冊である。

海堂　　尊　著
PHP研究所

日本の医療  この人を見よ
「海堂ラボ」Vol.１
（PHP新書）

純真学園大学　保健医療学部
放射線技術科学科　阿部　一之

絵本を読むと、“懐かしい”、“こ
の絵本好き”等、幼い頃に読んでも
らったことを思い出す学生さんもいる
のではないでしょうか。柳田邦男さん
は、“大人こそ絵本を”と、大人になっ
てからも絵本を読むことを推奨してい
ます。この１冊は、私が大人になっ
て読み、感動した絵本のひとつです。
子どもの頃、自分の意とは反して大
人に怒られ、そうじゃないと反論もで
きず自分の思いが認められなかった
経験がありませんか。大きな声で歌う
ことが入学当初は褒められるのに、
時間がたてば“うるさい”と注意さ
れてしまう。このように時には、大人
の都合で怒られてしまうこともある。
その切ない子どもの心が描写されて
いて、主人公である小学生の男の
子の心に共感する場面が多くありま
す。１冊の絵本ですが、学生さんに
読み聞かせをすると“泣きそうになっ
た”、“私もこんな気持ちだった”とい
う感想がでてきます。そこから、今の
自分、これからの自分を考えるきっか
けにもなります。今だからこそ、絵本
を読み、自分の心と向き合ってみて
はいかがでしょうか。

くすのき　しげのり　作
石井　聖岳　絵

小学館

おこだでませんように

純真短期大学
こども学科　砥上　あゆみ

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（10） 第　27　号 第　27　号 （11）純真学園図書館報



「ばあちゃん、腹減った。」「気
のせいだ。寝たら治る。」今の時代、
このような会話を聞いたら、みな
さんはどう思いますか？

この話は、漫才師の島田洋七さ
んの小学生から中学卒業までを佐
賀で過ごした体験に基づいて書か
れたものです。この話に登場する
島田さんのお祖母さんは経済的に
厳しくても、何かしらの知恵を出
し、時には島田さんがあっけにと
られるような工夫をしながら生き
ています。

これだけを聞くと単なる「生活
が厳しい中で生きるお祖母さんと
孫の体験記」ですが、お祖母さん
の言葉と行動は、人として大切な
ものを教えてくれます・・・中で
も「他人への親切は人に気づかれ
ないようにすること」・・・自分の
ことだけを考え、パフォーマンス
重視で打算的に行動する傾向が強
いこの頃、この言葉はほっとさせ
てくれるような気がします。

何かと理由をつけて人との関係
が希薄になりがちですが、私達が
忘れつつあるものを思い出させて
くれる、とても優しい自分になれ
る一冊です。

島田　洋七　著
徳間書店

佐賀のがばいばあちゃん
（徳間文庫）

純真高等学校
　川村　由美子

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

図書貸出BEST3

【純真学園大学】

1．「臨床工学ポケット・レビュー
帳」

（福長一義編/メジカルビュー社）

2．「病気がみえる〈vol.4〉呼
吸器（第２版）」

（医療情報科学研究所編/メディック
メディア）

3．「臨床工学技士国家試験問
題解説集　第28回」

（日本臨床工学技士教育施設協議
会/へるす出版）

【純真短期大学】

1.「ねずみくんのチョッキ（ね
ずみくんの絵本）」

（なかえよしを作/ポプラ社）

2.「おしくら・まんじゅう」
（かがくいひろし作/ブロンズ新社）

3.「くれよんのくろくん（絵本 
こどものひろば）」

（なかやみわ作・絵/童心社）

3.「だるまさんの　（かがくい
ひろしのファーストブック）」

（かがくいひろし作/ブロンズ新社）

3.「おべんとうをたべたのはだ
あれ」

（神上利子作、柿本幸造絵/ひさか
たチャイルド）

【新入生にすすめる本】
（図書館報紹介図書を含む）

1.「鹿の王（上） 生き残った者」
（上橋 菜穂子著/KADOKAWA）

2.「１つずつ自分を変えていく
捨てるべき40の「悪い」習慣」

（午堂 登紀雄著/日本実業出版社）

2.「人生の主導権を取り戻す「早
起き」の技術」

（古川武士著/大和書房）

2016年度

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

東野圭吾の小説というとガリレ
オ先生（容疑者Ｘの献身・真夏の
方程式  他）や加賀恭一郎（麒麟
の翼・新参者  他）シリーズの本
を思い浮かべる方が多いかもしれ
ません。今回紹介している「白夜
行」もある殺人事件を発端に展開
していく話ではありますが、ガリ
レオ先生のようなスーパーマンが
事件を解決することはなく、結局
事件は未解決のまま物語は展開し
ていきます。東野作品を読んだこ
とがない方は是非読んでみて下さ
い。きっと、他の東野作品も読ん
でみたいと思うきっかけになる小
説だと思います。

ちなみに同著者の「真夏の方程
式」は過去に新入生への推薦図書
にも選ばれています。

東野　圭吾　著
集英社

白夜行
（集英社文庫）

純真学園図書館
　　吉田　忠幸

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（12） 第　27　号 第　27　号 （13）純真学園図書館報



「ばあちゃん、腹減った。」「気
のせいだ。寝たら治る。」今の時代、
このような会話を聞いたら、みな
さんはどう思いますか？

この話は、漫才師の島田洋七さ
んの小学生から中学卒業までを佐
賀で過ごした体験に基づいて書か
れたものです。この話に登場する
島田さんのお祖母さんは経済的に
厳しくても、何かしらの知恵を出
し、時には島田さんがあっけにと
られるような工夫をしながら生き
ています。

これだけを聞くと単なる「生活
が厳しい中で生きるお祖母さんと
孫の体験記」ですが、お祖母さん
の言葉と行動は、人として大切な
ものを教えてくれます・・・中で
も「他人への親切は人に気づかれ
ないようにすること」・・・自分の
ことだけを考え、パフォーマンス
重視で打算的に行動する傾向が強
いこの頃、この言葉はほっとさせ
てくれるような気がします。

何かと理由をつけて人との関係
が希薄になりがちですが、私達が
忘れつつあるものを思い出させて
くれる、とても優しい自分になれ
る一冊です。

島田　洋七　著
徳間書店

佐賀のがばいばあちゃん
（徳間文庫）

純真高等学校
　川村　由美子

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

図書貸出BEST3

【純真学園大学】

1．「臨床工学ポケット・レビュー
帳」

（福長一義編/メジカルビュー社）

2．「病気がみえる〈vol.4〉呼
吸器（第２版）」

（医療情報科学研究所編/メディック
メディア）

3．「臨床工学技士国家試験問
題解説集　第28回」

（日本臨床工学技士教育施設協議
会/へるす出版）

【純真短期大学】

1.「ねずみくんのチョッキ（ね
ずみくんの絵本）」

（なかえよしを作/ポプラ社）

2.「おしくら・まんじゅう」
（かがくいひろし作/ブロンズ新社）

3.「くれよんのくろくん（絵本 
こどものひろば）」

（なかやみわ作・絵/童心社）

3.「だるまさんの　（かがくい
ひろしのファーストブック）」

（かがくいひろし作/ブロンズ新社）

3.「おべんとうをたべたのはだ
あれ」

（神上利子作、柿本幸造絵/ひさか
たチャイルド）

【新入生にすすめる本】
（図書館報紹介図書を含む）

1.「鹿の王（上） 生き残った者」
（上橋 菜穂子著/KADOKAWA）

2.「１つずつ自分を変えていく
捨てるべき40の「悪い」習慣」

（午堂 登紀雄著/日本実業出版社）

2.「人生の主導権を取り戻す「早
起き」の技術」

（古川武士著/大和書房）

2016年度

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

東野圭吾の小説というとガリレ
オ先生（容疑者Ｘの献身・真夏の
方程式  他）や加賀恭一郎（麒麟
の翼・新参者  他）シリーズの本
を思い浮かべる方が多いかもしれ
ません。今回紹介している「白夜
行」もある殺人事件を発端に展開
していく話ではありますが、ガリ
レオ先生のようなスーパーマンが
事件を解決することはなく、結局
事件は未解決のまま物語は展開し
ていきます。東野作品を読んだこ
とがない方は是非読んでみて下さ
い。きっと、他の東野作品も読ん
でみたいと思うきっかけになる小
説だと思います。

ちなみに同著者の「真夏の方程
式」は過去に新入生への推薦図書
にも選ばれています。

東野　圭吾　著
集英社

白夜行
（集英社文庫）

純真学園図書館
　　吉田　忠幸

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（12） 第　27　号 第　27　号 （13）純真学園図書館報



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

貸出

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

学生連絡システム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。A1
ノートやプリントを館内でコピーしたいです！Q3

A1
できません。丸善売店へどうぞ。A3

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）

絵本・紙芝居

特集展示
コーナー

開架書架

雑誌

文庫・新書

非常口

視聴覚資料

カウンター

（大学）

（教養）

（短大）

小論文の書き方

レポートの書き方

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）PCエリア

AVエリア

スタッフ・エリア

視聴覚ルーム

自習室

新刊図書

開架大型コーナー
高さ28cm以上の大型本を設置

国家試験対策コーナー

チーム医療コーナー

純真学コーナー

推薦図書コーナー

専門書コーナー

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（14） 第　27　号 第　27　号 （15）純真学園図書館報

館　内
案内図



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

貸出

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

学生連絡システム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。A1
ノートやプリントを館内でコピーしたいです！Q3

A1
できません。丸善売店へどうぞ。A3

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）

絵本・紙芝居

特集展示
コーナー

開架書架

雑誌

文庫・新書

非常口

視聴覚資料

カウンター

（大学）

（教養）

（短大）

小論文の書き方

レポートの書き方

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）PCエリア

AVエリア

スタッフ・エリア

視聴覚ルーム

自習室

新刊図書

開架大型コーナー
高さ28cm以上の大型本を設置

国家試験対策コーナー

チーム医療コーナー

純真学コーナー

推薦図書コーナー

専門書コーナー

純真学園図書館報 平成29年４月 平成29年４月（14） 第　27　号 第　27　号 （15）純真学園図書館報
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純真学園図書館報 平成29年４月（16）第　27　号

純真学園図書館

　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

第27号　2017年４月
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★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28年度図書館長
　加藤亮二（大学副学長）

平成28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27号 平成29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28年度図書館運営委員
　井上福江（大学看護学科）、森川惠子（大学放射線技術科学科）、亀子文子（大学検査科学科）、
　伊藤英史（大学医療工学科）
　松藤泰代（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。

巻頭言 図書館の利用サービス向上に向けて

文部科学省では全国の図書館が“よりサービス向上に向けて取り組んで欲しい”との希望から
各地における様々な特徴的な取組みの事例を紹介し啓発している。

その中から３つの取り組みを紹介したい。
取り組みの特徴としては「図書館が人・街・社会を育む情報拠点を目指し、様々な利用者へのサー

ビス向上に向けて」を展開している点である。
取組１では“こどもが選ぶ、友だちにすすめたい本（宇都宮市）”として、子供達が話し合い

をしながら子供の目線で選書し子供の読書活動を啓発することを目指し、また、子供達が友だち
にすすめたい本を選ぶことからその本に親しみを持ちやすい、などが特徴とされている。

取組２では“科学の本の読み聞かせと図書館で出会う科学コミュニケーション（東久留米市）”
で、この取組は文学中心であった児童への読書推進活動に科学の視点を取り入れたことで文系の
利用者が科学と出会うチャンスを広げ、体験等で得た自然や科学への関心を本で知識として整理
し興味を広げることができるとしている。

取組３では“多様な図書館サービス展開する（山口県萩市）”として、市民を巻き込んだ図書
館運営を行い、歴史的財産の有効活用、図書館が集いの場・地域コミュニティー発展の場となる
ことを目指した取り組みを導入。市民が組織したNPOと行政とが協働運営し、図書館がサロンと
しての機能の充実に力を注いでいる。

このように図書館の持つ知的財産を広く公開し、大学の学生だけではなく、児童や市民などへ
門戸を開いて更なる利用の向上を目指している点は大学図書館のあり方にも参考となる事例であ
る。純真学園図書館も夏季休暇の時期に高校生への開放を実施しているが、市民への利用も含め
検討する時期に来ている。

図書館長　加藤  亮二

返却遅れのペナルティについて


