
　図書館、というより図書を巡る最近の動きの
中で最も大きなものは、電子化の急速な進行で
しょう。もちろん、以前から内外の学術雑誌等
の電子化は進んでいましたが、それが一般向け
の図書にも徐々に波及してきているのです。最
近では、東京の電車の中などで、書籍閲覧用の
携帯情報端末を使って本を読んでいる人をよく
見かけるようになって来ました。ただ、その数
は、様々なゲームに熱中している人に比べると
圧倒的に少ないのですが…。
　それでは、書籍の電子化がさらに進むと、本
の世界にどのような変化が起こるのでしょう
か。読者の立場から言えば、欲しい本が簡単に、
かつ安く手に入るようになります。これは大き
な利点です。さらに、紙では不可能な大量の本
を、気軽に持ち歩くことができるのもよい点で

しょう。
　しかし、電子化に「何となく抵抗」を感じる
人は少なくありません。実は、私もその一人で
す。本を読むことの魅力は、紙のページを捲り
ながら読み進めることであって、画面をスク
ロールすることではないと思います。新書や文
庫のようにあまり味のない装丁の本もあります
が、少々高価であっても、気に入ったやや厚め
の本を読む喜びは、携帯情報端末では味わえな
いものです。
　それでも、時代の流れは変えられません。単
に情報を得るための本は、電子化がさらに進む
でしょう。けれども、愛蔵したい「紙の本」と「出
版文化」が消え去らないように願う今日この頃
です。
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　最近、社会人の基礎力として、コミュニケー
ション力の重要性が何かと云々されています。
しかし、突き詰めればコミュニケーション力は
語学力ではないかと思います。就職の面接試問
では確かに意欲を示したり、自己アピールした
りすることは大事でしょう。しかし、それより
前に普通にきちんと言葉のやり取りが出来るか
どうか、相手の質問の意図をきちんと理解し、
相手に分かりやすく投げ返すことが出来るかど
うか、と云ったもっと基本的なところで心配に
なったりします。と云うのも卒業研究などでこ
ちらの伝えたいことがきちんと学生に伝わって
いないことをよく経験するからです。
　日本語が達者と思っている私達も、相手の意
図するところを聞きちがえてトンチンカンな会
話をしてしまうことがあります。皮肉で言った
言葉が文字通り賛辞として受け取られたりする
こともありがちな話です。言葉の持つ微妙な意
味合いは文脈の中で多様に変化し、それを巧み
に操るにはそれなりの訓練が必要というわけで

す。英語の辞書があっても英文がすらすら読め
るわけではないことは私達が嫌と云うほど経験
しているところです。
　日本語力を養うもっとも有効な方法は本に親
しむことではないでしょうか。難しい専門書で
ある必要はなく、初学者向けの教科書で十分と
思います。日本語をしっかり読むこと、そして
内容を把握し、それをしっかりと自分の言葉で
整理すること、この作業を通して、私達はお互
いに意思の疎通を図ることができる確かな日本
語力を身につけられるのではないかと思いま
す。
　パソコンのディスプレーとキーボードが紙と
鉛筆に取って代わり、書物を開く代わりにタブ
レットを操る時代になっても、コミュニケー
ションの手段である文字の役割は変わることが
ないように思います。電子媒体か紙媒体かの違
いはあっても、それを管理し、使いやすく提供
することは図書館の重要な役割であり、大事に
していかなければなりません。

科学技術学部長　中　田　芳　幸

附属教育研究機関統括事務センター長　秋　山　　　司

　私が入職した、平成元年４月の本学図書館の

印象としては、「稀覯書」の展示に忙しい時期だ

ったと思います。実は、この時に初めて「稀覯書」

という言葉を知りました。大学図書館の業務内

容が全く分からず大学に就職し、今まで経験し

てきた社会とは別物の世界であったことを思い

出します。

　ところで、図書館と云えば、私も大学生時代

に大学図書館でアルバイトしたことが思い出さ

れます。私は図書館の受付がある9階に待機し、

「閉架式」の図書貸出の依頼で、3階から8階ま

での書庫を走り回って取りに行っていた記憶が

あります。今年度後期より「勤労奨学生」制度

が導入されます。図書館に配属の場合、現在は「開

架式」のため、私がアルバイトしていたような

業務内容ではありませんが、この制度は、授業

の合間の決まった時間に業務を行ない奨学金を

受け取る素晴らしい制度ではないかと思います。

来年度以降も継続していけるよう、事務局とし

てバックアップしていきたいと考えております。

図書館の役割とその重要性

図書館雑感
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６．受付処理：
	 （1）	月曜日に回収し、１週間以内に採択の可否を決

定する。　
	 （2）	可否の結果は、図書館１階（カウンター前）に

掲示する。なお、掲示期間は２週間とする。
７．貸出可能時までの図書の取り扱い：
　	「購入希望図書申し込み用紙」の申込み時に、学
生の取り置き希望があった場合、学生へ連絡する。

８．�絶版や品切れ等のため入手できない場合は、
　掲示により通知する。
９．配架場所：
　　	一定期間、次の２ヶ所の「新着図書」ラックに配

架後、所定の書架に配架する。
　　・学習センター２階
　　　（図書館２階に配架予定の新しい図書）
　　・図書館３階
　　　（図書館３階に配架予定の新しい図書）

以上

購入希望理由：（より詳しく書くと、購入希望が採択されるかもしれません）

（講義の文献の場合は、卒業研究等の科目名と担当教員名を記入してください）

科目名： 担当教員名：

ＩＳＢＮ： 出版年：
※出版社名・ＩＳＢＮ・出版年はわかる場合、記入してください。 ■購入希望図書受入終了（貸出可能）時の図書の取り扱いについて

お尋ねします。希望するものに○をしてください。

可 ・ 否 ・
理由： ●連絡 「要」へ○をつけた方には学内メールで連絡します。

・
※電話連絡を希望される方は電話番号を記入してください。

■購入希望図書の「ポップ」を作りませんか？ 

購入希望図書のポップ　　あり  ・  なし　 ポップ ・
※学籍番号・氏名・連絡先は、購入希望図書申し込みにのみ使用します。

掲示の際は、申し込み用紙の左半分だけを使用します。

（こちら側は掲示には使用しません）
※図書館記入

※冊数 冊 ※金額  円 受付印 受付印

※冊数累計

冊

※金額累計

 円

※ ※

要 不要

電話

作る 作らない

書名：

★図書館からの回答★ ●取り置き(２週間まで）

採択結果： 希望する 希望しない

学籍番号 （　　　年）

採択決定から貸出まで納品の都合等もありますが、数週間かかります。
貸出可否は蔵書検索で確かめてください。

掲示期間：　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　まで

出版社名：

※枠内をご記入ください

　購入希望図書申し込み用紙

書名：

著者名：

年間10冊以内、申込総額30,000円未満までとします。

氏名

＜購入希望図書申し込み用紙＞

１．目　的：	いわき明星大学学生の学習・研究活動の
支援

２．対象者：�いわき明星大学学生（学部生および大学
院生）

３．対象図書（雑誌を除く図書に限る）：
	 （1）	授業や卒業研究の基礎的および専門的知識を

習得するために必要な図書
	 （2）	本学図書館に所蔵されておらず且つ身近な図

書館で貸出・閲覧等が難しい図書
	 （3）近々利用する予定の図書
	 （4）本学学生および教職員に広く利用される図書
４．対象外とする図書：
	 （1）	個人購入が望ましい図書（個人の趣味のもの

等）
	 （2）授業で使用される教科書、参考書
	 （3）蔵書構成上ふさわしくないもの等
　	例：	ゲーム攻略本、映画やテレビ番組の関連本、ラ

イトノベル、CD、DVD、写真集、マンガ（学問
研究および教養の対象となる基本的なもの除
く）、差別的なもの、猥褻なもの等

５．申込み手続き：
	 （1）	「購入希望図書申し込み用紙」に学籍番号・

氏名・希望図書名・著者名・希望理由を記入し、
図書館各階フロアに設置したリクエスト箱に投
函する。

	 （2）	１人年間10冊以内、申込み総額30,000円未満
までとする。	

	 （3）	「購入希望図書申し込み用紙」とリクエスト箱
は、次の２ヶ所に設置する。

　　　・図書館１階（カウンター前）
　　　・図書館２階（開架B）

「学生希望図書」の申し込みを募集しています

　	ストレス対処の個人差に関する臨床心理学的研究
／神村栄一著
　都市と娯楽／加藤秀俊著
　余暇の戦後史／石川弘義編著
　	社会福祉士完全合格問題集／社会福祉士試験対策
研究会著
　�「買い物難民」をなくせ！ : 消える商店街、孤立
する高齢者／杉田聡著
　	児童相談所の怖い話 : あなたの子どもを狩りに来
る／内海聡著
　	共分散構造分析 : 構造方程式モデリング／豊田秀
樹編著
　	有機反応機構の書き方 : 基礎から有機金属反応ま
で／Robert	B.Grossman	[著]
　�「まず疑え」から始めよ : どんぐり式薬局副作用

学のススメ／菅野彊著
　�徹底予測	次世代自動車2013／日経ビジネス編集
[他]

　	１週間で効果体感！ギターを持たずに＂どこでも
トレーニング＂100／松原正樹著

　	Regime	Shift-Fish	and	Climate	Change／Tsuyoshi	
kawasaki	川崎，健

　市川崑の映画たち／市川崑，森遊机著
　	日本語の音相 : ことばのイメージを捉える技術、
表現する技術／木通隆行著

　たぶんねこ／畠中恵著
　世界から猫が消えたなら／川村元気著
　２分間ミステリ／ドナルド・J・ソボル著
　第三の新人名作選／講談社文芸文庫編
　観光白書／総理府編

「学生希望図書」平成 25 年度購入実績（一部紹介）

いわき明星大学では、学生からの購入希望図書について、以下の基準に従って受付、選定しています。
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1．�いわき明星大学所蔵資料を国文学研究資料館「古
典籍総合目録データベース」に収載・公開予定です

　本学図書館所蔵「和古書目録 2003」（平成 16 年刊）
の書誌情報を「国文学研究資料館」の「古典籍総合目録
データベース」に収載・公開することを決定しました。

2． �機関リポジトリ公開に伴う共用リポジトリ
（JAIRO�Cloud）サービス導入を決定しました

　文部科学省「機関リポジトリの活用による情報発信の
強化について」「学位規則の一部を改正する省令の施行
について（通知）」に沿って、導入を決定しました。
　今後は、平成 26 年度中の公開を目指します。

3．�貸出図書延滞者へのペナルティを実施しています
　図書館では限られた資料をより多くの利用者に有効
に活用していただくよう、貸出図書の返却期日について、
厳守するよう学生にガイダンスなどで周知を図っていま
すが、延滞者が増加する状況になっているため、学生サー
ビスの低下につながっています。このため、度重なる延
滞をする、または長期延滞をした学生に対し資料延滞
や紛失を防ぎ、資料の有効活用を図ることを目的に、ペ
ナルティについて検討を重ね、平成 26 年 3月1日貸出
より導入を実施しました。

4．�「第 31回福島県内大学図書館連絡協議会
総会」の開催会場になりました

　9月2日㈫に、本学キャンパスを会場として「第 31
回福島県内大学図書館連絡協議会総会」が開催され、
総会運営を担当しました。本協議会は、加盟館相互の
緊密な連携と協力により、図書館の施設、管理、運営
などについての進歩、改善を図ることによって、地域社
会の進展に寄与すること」を目的として発足し、現在、
県内の大学・短大・高専の図書館、県立図書館で構成
されています。
　なお、今年度は、本協議会の「実務者研修会」と「平
成 26 年度日本薬学図書館協議会北海道・東北地区協
議会総会」の運営も担当します。

図書館トピックス
5．第 5回選書ツアー開催予定
　今年、５回目になる好評の企画である、学生の視点		
で図書資料を直接書店で選書してもらう「選書ツアー」
を、秋に開催する予定です。参加学生は、図書館業務の
一部（図書資料の選書、蔵書の確認等）を体験します。

（平成25年度実施「第４回選書ツアー」）

6. 「村岡花子」関連図書の展示予定
　図書館 2 階展示コーナーに、本学所蔵の「村岡花子」、
その関係者、作品などの関連図書を展示する予定です。

7. �オープンキャンパス・学園祭「図書リサイク
ルフェア2014」開催

　図書館では、廃棄手続き済みなどの図書、雑誌を提供
する「図書リサイクルフェア2014」を開催します。既に８月
９日㈯・10日㈰開催のオープンキャンパスに実施しまし
た。引き続き、次の通り開催します。
■日程
・オープンキャンパス　	９月13日㈯・14日㈰
・学園祭　　　　　　10月25日㈯・26日㈰
■場所　図書館１階・学習センター１階
■対象者／数量
・オープンキャンパス：参加者／１人５冊まで
・学園祭：市民、本学教職員	／１人10冊まで

平
成
25
年
度 

図
書
館
利
用
状
況

利　　用　　者：本学学生（学部生・大学院生・研究生・科目等履修生・聴講生）
　　　　　　　　教職員
　　　　　　　　その他（本学元教職員・同窓生・明星大学通信教育生・市民・近隣市町村・いわき市内高校生・父母会）
入　館　者　数：102,533人、1日平均　352人（年間開館　日数：291日）　
貸　出　冊　数：14,790冊　　　内訳（学生 10,615冊・教職員 2,309冊・その他 1,866冊）
レファレンス：学内　414件　　内訳（文献調査　121件・事項調査　4件･利用指導　200件・その他　89件）
レファレンス：学外　文献複写　内訳（依頼　1,164件・受付　194件）
　　　　　　　　　　現物貸借　内訳（依頼　　107件・受付　 93件）
市民利用登録数：240人　内訳（男　138人・女　102人）
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