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OPACの使い方
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図書館長

新入生の皆さん御入学おめでとうござい
ます。大学に入ったらどのような授業を受け
ようか、何を勉強しようか、新しい学問との
出会いにわくわくしながらも、いろいろと迷う
こともあるかもしれません。そうしたら、大学
の図書館にぜひ足を運んでみて下さい。図
書館にはたくさんの本とともに、皆さんの知
ら な い 世 界 が い っ ぱ い つま って い ま す 。
今回は、図書館とはどんな所なのか、日
本の図書館の歴史のことを少し紹介しなが
ら述べてみようと思います。
日本に近代的な図書館ができたのは、今
からちょうど140年前の明治5年（1872）8
月1日のことでした。学者や研究者はもちろ
ん一般の学生が勉強するために必要な本
を一か所に集めて、どんな本でも閲覧でき
るようにしました。西洋の図書館を見習いま
した。最初は東京湯島にあった旧幕府の施
しょじゃくかん

MY LIBRARYの
使い方
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設（聖堂）を使用し、「書籍館」と名づけまし
た。蔵書は、和・漢・洋あわせて約11万冊
です。初代の館長は薩摩出身で英国へも
ひさな り

展示のご案内
スタンプラリー

お知らせ
編集後記

留学した経験のある町田久成でした。明治
8年（1875）4月、書籍館は文部省の所管
に移り東京書籍館と改称しました。この時の

8

よし

館長も薩摩藩の英国留学生出身の畠山義
なり

成でした。２代続いて日本最初の図書館長
は鹿児島の人でした。副館長は小説家で
か ふ う

編集：図書館運営委員会
発行日：2012.3.30

読書を楽しもう！
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きゅう い ち ろ う

有名な永井荷風の父久 一郎です。翌年に
は一般の人たちの便宜を考えて夜間午後
10時まで開館するようにしました。画期的
なことですね。

犬塚孝明

この後、東京府書籍館、東京図書館と名
称を変え、明治18年（1885）に上野に移り
明治30年（1897）4月、欧米に比べても恥
ずかしくない国立図書館としての帝国図書
館がようやく誕生しました。これが現在の国
立国会図書館の前身です。
多くの人たちの努力で西洋の図書館制度
に倣った近代的な図書館ができると、日本
の各地や大学にも図書館がだんだん設けら
れるようになり、本を読みたくても買えない人
たちに大変喜ばれました。知的文化の創成
です。
鹿児島純心女子大学の図書館は、明るく
広々とした空間の中に、蔵書12万冊、閲覧
席200席というぜいたくな施設を誇っていま
す。図書館の中には、閲覧席だけではなく、
視聴覚室や国家試験対策室、それに憩い
の空間（談話室）もあります。またキリスト教
関係資料室の隣には、学園創立者シスター
江角ヤス先生の「純心創立のこころ」の室が
あり、大学の歴史を詳しく知ることができま
す。
。
図書館は専門の勉強や試験勉強だけをす
る場所ではありません。皆さんのさまざまな
興味を引き出してくれる所です。図書館に来
たらまず書架をぐるっと巡ってみて下さい。
知らない本がたくさんあるはずです。絵本や
地図や写真もあります。どれか1冊手にとっ
て見て下さい。きっと皆さんたちのこころを豊
かにしてくれるに違いありません。それが「教
養をつける」ということです。スタッフ全員で
皆さんの御来館をお待ちしています。 。
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『レポートの組み立て方』
木下是雄著
筑摩書房

ここにご紹介する書は、認知症医療に40年近く関
わってこられた長谷川和夫先生の著書です。 この書は
認知症に取り組んでこられたエッセンスが書かれていま
す。その中の一つが“国際アルツハイマー病協会第20
回国際会議″が京都で開催された時のエピソードです。

本学に赴任して4年、学科、学年を問わず、レポートの書き
方を理解している学生が少ない、というのが実感である。学生
諸姉に、木下是雄の『レポートの組み立て方』（ちくまライブラ
リー36）、中でも「４ レポートの文章」の熟読をお勧めする。こ
れまで読んできたレポートの多くは、段落分けがなってない。
「段落」＝「パラグラフ」は、どのようなタイプの文で構成される
ものなのか、考えて欲しい。「事実」と「意見」を明確に区別し
て論ずるのは、レポート執筆のイロハだ。本書140頁に、「『事
故直前には、機は、おそらく時速350キロで南東に向かって
飛んでいた。』という文は、レポート中の記述としては落第であ
る」とあるが、なぜ「落第」なのかわかるだろうか。気になる人
は、是非、本書を手にとって欲しい。本書に書かれていること
に注意するだけで、みなさんの文章は格段に読みやすく
なる。 レポートの書き方なんていうものは、大学生たる
もの、まずは自分で勉強して欲しい。大学教員が教えた

日本で初めて、実名で本人が訴えられた越智俊二さん
のことです。ご自分の体験を語られた時、会場は大きな
感動で包まれ、スタンディングオベーションがありました。
同時通訳さんは涙声になり、会場の参加者も感動の涙
でした。私もその会議に参加し、その場に居合わせた事
の幸せを感じたものです。今後ますます増加するといわ
れるこの病を、どうしたら皆で支えていくことができるのだ
ろうか？この書にはそのヒントがいくつも書かれています。
一般の方が手に取られても認知症の方を温かく見守っ
てこられた著者のぬくもりを感じることができます。
（看護学科 木村孝子）

『自分の気持ちをきちんと
〈伝える〉技術』
平木典子著
PHP出版

いのは、文章の中身についてであって、文章技術でない
ことは言うまでもない。

（こども学科 広瀬健一郎）

『認知症ケアの心：ぬくもりの絆を創る』
長谷川和夫著， 中央法規出版

著者は、日本におけるアサーション・トレーニングの
第一任者であり、本書はアサーションの考えがベース

『クリティカル進化論』
道田泰司，宮元博章[著]
北大路書房

になっている。アサーションとは，自分も相手も大切に
するコミュニケーションであり、お互い率直に、素直に、
正直に自分の気持ちを伝えあい、聴きあうという意味
がある。 私たちは，日ごろ「言いたいことが言えない」
とか「伝えたいことをきちんと伝えられない」体験から

大学ではレポートの書き方を学ぶことも必要ですが，新入生の皆さん

人間関係がこじれた話をよくきく。本書の目次には、

の中には、どのように書く内容を考えていったらいいのかまだ分からない

「誤解やズレは当たり前と考える」「すべてを伝えること

という人もいるのではないでしょうか。そこで紹介したいのは、ものごとを

はできない」「おまけの情報を提供しよう」「積極的に相

考え、判断する練習のための本です。 『クリティカル進化論』は4コマ漫

手に耳を傾けよう」などのタイトルが並び、コミュニケー

画『OL進化論』を素材にした「批判的思考」入門書です。漫画を素

ションに興味がある無しにかかわらず興味をそそられる。

材にしていますが、心理学の研究者が簡潔に説明した本です。

さらに、図解による解説、具体例や自己のチェックリスト

自分の考え方を今一度見直したい2年生以上の皆さんも、

が２色刷りされており分かりやすい。

ぜひ一度手にとってみてください。
（ことばと文化学科 加藤理恵）

自分と他人の違いを認め，お互いに歩み寄り、気持ち
のよいコミュニケーションを交わしながら楽しい学生生活
を送るために一読を勧めたい。
（健康栄養学科 有村信子）
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『がばいばあちゃん：佐賀から広島へ：めざせ甲子園』 島田洋七著 集英社
誰もが聞いたことがあるだろう。お笑い芸人島田洋七の著書「がばいばあちゃん」。この物語は日本だけでなく、外国
でも翻訳され売られている。私は台湾留学中、授業で中国語版のがばいばあちゃんを使い勉強をした。本の内容が
あまりに面白いので、授業中うっかり吹き出しそうになることがよくあった。しかしそれは幼少期。今回私が紹介するの
は青年島田洋七の物語だ。
この本を読む際、ハンカチを必ず準備すること。涙もろい方はタオルの方がいいですね。そのくらい感動する本なの
です。８年間過ごした佐賀とばあちゃんとの別れ。甲子園を目指す野球生活で、どんなに辛くても支えてくれたのはば
あちゃんだった。結局、腕の故障で甲子園には行けなかったけれど、その後の人生を自分らしく進んでこれたのも、ば
あちゃんのおかげだった。

[ 英語コミュニケーション学科

渡邊 麻衣 ]

『“It（それ）”と呼ばれた子 青春編』 デイヴ・ペルザー著 ソニー・マガジンズ
実の母から長い間虐待をされ、里子となって幸せな生活を送れると思っていたが、中学校に入学した途端ク
ラスメイト達によりいじめをされてしまう。それでも彼は我慢し続け、高校生になり大切な人に出会える。生まれ
て初めて友人と呼べる仲間ができ、多くの人と触れ合うことで、生きていくことの強さや愛する喜びを感じること
ができた１人の少年の日々が描かれている。私は“Itそれ”と呼ばれた子の「幼年期」からずっと読んできまし
た。小さい頃から母親の虐待がひどく、読むことができない程の残酷な虐待でした。最近虐待児の問題が増え
てきていると、よく耳にします。この時代だからこそ、この本を読み子どもが虐待された気持ちを感じとって欲しい
と思います。また、青春編では周りの仲間や大人がいることで私は生きることができているのだと改めて感じまし
た。この本を読むことで、１人で生きているのではなく、皆で生きているということが伝わると思います。是非皆さ
んも読んでみて下さい。

[ こども学科 愛甲 満咲 ]

『ママでなくてよかったよ：小児がんで逝った8歳—498日間の闘い』 森下純子著 朝日新聞社
この本は、小児がんで亡くなった重信くん、通称シゲの闘病生活が記されている本です。きっと涙なしには読
めないと思います。まだ8歳という幼い子が小児がんを発病し、亡くなるまでのほとんどの期間を病院で過ごし、
辛い治療を続けました。これから先の人生は楽しいことや嬉しいことなど、たくさんの出来事が彼を待ち受けて
いたはずなのに、と思うとかわいそうに感じます。しかし、彼なりによく生きたと思います。周りの子は自分の病名
を知らずに治療しているのに、シゲくんは母親から教えてもらい、難しいことはわからなくても自分の病気と向き
合っている姿が印象的です。シゲくんの母親も自分の愛する子どもが目の前で苦しむ姿を見るのは、とても辛
かったと思います。病気を代わってあげたいと思っても代わることはできません。そんな母親に「ママでなくてよ
かったよ」と言うシゲくん。人生の意味や生きること、家族のつながりなど、多くのことを考えさせられる本です。
ぜひ皆さんも一度読んでみて下さい。

[看護学科 小濱 絵美 ]

『ケンタロウの和食ムズカシイことぬき！』 ケンタロウ著 講談社
私がお薦めする本は、『ケンタロウの和食 ムズカシイことぬき！』です。
著者は、若者独自の視点で「また、食べたくなるもの」を初心者、男性、性別を問わず提案しています。つまり、
書名にあるとおり難しいことを簡単なテクニックで代用したり、ポイントを押さえることで難しい作業が簡単な作業
に変化したりしてできる一品を紹介しています。また、料理の基本的なことももちろん書いてあるし、手書きのイラ
ストや美しい写真が満載で、楽しく調理ができると思います。
材料は、すべて2人分なので書いてある分量のまま作って、半分は夕食に、残りを朝食とお弁当のおかずに
ちょうどいいです。1人暮らしをしている人には特におすすめです。冷蔵庫で眠っている大根を縦に切ったり、横
に輪切りにしたりして作る大根サラダ、好きな人たちとみんなで囲む鍋、和食は飽きることが少なく満腹・満足を
味わえます。身近な材料でおいしく健康的な食事ができるので、是非この本を手にとって楽しい食卓を作ってく
ださい。

[ 健康栄養学科 仲 阿貴]
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図書館OPACの使い方を紹介します
鹿児島純心女子学園 図書館OPAC WWW検索サービス

http://comet.k-junshin.ac.jp/opc/

図書館の資料はこの画面から探すことができます

キーワードを入力

検索結果画面

クリックすると詳細が表示されます

所在と請求記号を確認
請求記号とは図書の
背ラベルに書かれた
番号のことです

書架へ

書架側面の表示で請求記
号の数字を確認し、該当の
書架で図書を探して下さい

左から番号順（請求記号）に
並んでいます
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Mｙ Library の使い方① ： 貸出中の図書予約をするには？
検索画面から貸出中の資料の予約、短大図書の取り寄せが可能です。
＊但し、中高図書と研究室図書は申込用紙に記入し、カウンターへ
返却予定日以降に貸出可能なことを
確認し「予約・取寄」ボタンをクリック

カードIDとパスワードを入力後
「Login」ボタンを押す

カードIDとパスワードは
各自異なりますので、
図書館でお尋ね下さい

受取館を選択し、「確認する」
ボタンを押す

「予約を行なう」ボタンを押す
キャンセルする場合は「キャンセル」ボタンを押す

✔

予約を取り消す場合は、チェックボックスにチェックし
「予約を取り消す」ボタンを押す
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Mｙ Library の使い方② ： 貸出延長の手続きをするには？

My Libraryログイン

カードIDとパスワードを入力後
「Login」ボタンを押す

予約・貸出状況確認の「確認する」を
クリックすると、貸出・予約状況確認画
面に変わります。
貸出延長をしたい図書にチェックし、
「貸出延長確認へ」ボタンをクリックす
ると、貸出延長ができます。
但し、貸出期限が超過している図書は
延長できません。

✔

携帯電話からでも同様の操作が可能です
http://comet.k-junshin.ac.jp/mobile/
蔵書検索もできます。
My Libraryからは貸出資料の確認、延長の
手続き、予約確認やキャンセル等ができます。
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ルルド
図書館での学習に疲れた時など、ひと休みし
たい時のために、図書館１階フロアの片隅に
ルルド（憩いの空間）の部屋を設けています。
ソファに腰掛け雑誌を眺めたり、学生の皆さん
によるオリジナル作品の展示を楽しむことができ
ます。

ルルドの部屋における記念すべき第１回目
の展示は書道部による「書道展」です。
日頃の練習の成果を発揮した作品を是非
ご覧ください。

ルルドでは皆さんのオリジナル作品を募集して
います。皆さんの腕前を披露してみませんか？

stamp

stamp

stamp

stamp
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図書館２階ガブリエル（情報リテラシー支援室）に、新たにパソコン4台と
プリンター１台が設置されました。これは皆さんの先輩方から卒業記念品
として贈られたものです。有効に、そして大切にお使い下さい。

図書館報名「VERITAS vos liberabit」のこと
これは、聖書（新約聖書）の「真理はあなたたちを自由にする」というヨハネ福音書８章３２節の言
葉のラテン語です。この言葉をモットーとして掲げている大学図書館が多く存在しています。それ
は、真理に基づく学問の追究を行い社会貢献に役立つ人間の育成を目指しているからです。大学
生活の第一の目的は“学ぶ”ことです。 この目的を果たすために欠かすことのできない場所が図書
館です。図書館は皆さんの“学び”のお手伝いをします。学ぶことで真理を知り、それによって本当
の自由を獲得し、人間の真の豊かさを得ることができる場所として存在していきたいと思い、
「VERITAS

vos

liberabit（ヴェリタス

ヴォス リベラービト）」を図書館報名としてを掲げ

ました。

。。

編集後記
いつも不思議に思うのだが、「図書館には読みたい
本がない」という学生がいる。しかし、本学図書館
は、大学での学びを深める資料、参考文献を豊富
に揃えている。限られた図書しか紹介できないけれ
ど、どんな図書があるのか、そこからどんな学びが期
待できるのか、教員と各学科の読書家学生に、図

鹿児島純心女子大学附属図書館報

書紹介を寄稿してもらった。とくに、教員による図書

VERITAS vos liberabit

紹介には、学生にはこんな学びを！というホンネが
書かれているので、学生諸姉には、これらのホンネ

編集・発行：図書館運営委員会

と向き合って欲しいと思う。さらに、今回は、図書館

発

活用の方法も幅広く紹介した。図書館活用の一助

〒895-0011

にしてもらえれば幸いだ。この『図書館報』が、「図書

鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地

館に行ってみよう！！」という気持ちを駆り立てるも

TEL：0996-23-5311 /

の に な れ ば …… と 、 願 っ て や ま な い 。 （ Ｋ Ｈ ）

E-mail: veritas@jundai.k-junshin.ac.jp
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