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附属図書館長
昨年（2005 年）3 月１日に
附属図書館長を拝命し一年が
経った。国立大学が法人化し
て早や二年になろうとしてい
る。各部局毎に中期計画に基
づく年度計画実施が果たされ
なければならないわけで，我
が図書館としても館員一丸と
なって，その遂行に当たってきた。附属図書館内部
の現有施設を有効に利用し整備することにより，閲
覧席や書庫の狭隘の点の緩和が図られ，情報機器及
び学習支援の機能も強化された。また新聞雑誌の収

橋本

勝

書方法の見直しも行われて，教員の近年出版された
著書の展示も行われた。利用者のための図書館情報
リテラシー教育の実施プランに基づき，各種講習会
を実施した。広報媒体の内容の見直しも行った。こ
れらの事項は，いずれも平成 17 年度の年度計画に
盛り込まれていたものである。計画通りに実施され
たことは幸いである。
本年度の一番大きなイベントは，附属図書館特別
展「シルクロードの文化の旅−西から東へ−」であ
った。2005 年 10 月 3 日（月）〜 10 月 15 日（土）
（日・祝日は休館）に亘って開催された。広く市民
に公開されて大変好評を得た。広報活動は必ずしも
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十分とは言えなかったが，その割には参加者の数も
多かったと言ってよい。貴重図書室に所蔵されてい
るものの中から 25 点ほど選定し公開したものであ
る。中には本邦唯一のものもあった。例えば「百二
十人老人語録」
（18 世紀末の作）がそれである。清
朝皇帝の一人，乾隆帝の時代に多くの満州語文献が
出版されたが，その殆どは漢文献からの翻訳であっ
た。この文献は，満州語で書かれ乾隆時代の満州族
の日常生活の実態を描写した文献であり，極めて貴
重な記録と言える。また，本学所蔵のモンゴル語訳
「大般若経」の写本十二巻あるうち，第一巻を展示
したが，その翻訳に従事したのは，明代の仏僧，グ
ーシ・マンジュシリ・チョルジワ，これまた貴重な
文献である。詳しくは「シルクロードの文化の旅」
解説に譲ることにする。
なお，選定にあたっては，森茂男教授に大変お世
話になった。この機に改めてお礼を申し上げたい。
夏期休暇中にもその準備のため，尽力された館員の
方々にも感謝する次第である。
また，その後，１ヶ月も経たずして附属図書館の
リニューアルを記念した特別展を開催した。開催期
間は 11 月 8 日（火）〜 11 月 29 日（火）（日・祝日
は休館）であった。テーマは ，「１．江戸から明治
初期の辞書展−辞書からひもとく日本の異国理解
２．江戸時代の本学所在地粟生間谷−摂津國島下郡
粟生村間谷名寄帳ほか」であり，地域に密着した外
大らしい有意義な展示会となった。我が図書館が地
域住民にも親しいものとなり，このような展示会の
開催の要望が外大の内外より出てきていることは，
大変喜ばしいことである。
目録関係の出版物にも触れておきたい。この一年
間に出たものとしては，大阪外国語大学所蔵「今井

義夫文庫目録」
（2005 年 3 月刊）及び同所蔵「伊地
智善継文庫目録」(2005 年 9 月刊)がある。いずれ
も数年間の作業の努力の末，完成したものである。
これらの目録刊行により，ロシア社会思想史及び中
国語学，中国語教育の面で広く内外の研究者に活用
されていくことは意義深い。現在も多数のまとまっ
た寄贈書（韓国語関係）があり，その整理・分類が
進行中である。昨年 3 月の段階で本学図書館には 60
万冊を超える図書及び 4,000 種類以上の雑誌が所蔵
されている。毎年，どんどん増え続けているが，改
修などの工夫によっても絶対的スペースは足りず，
全学の図書資料の図書館への集中配置は，事実上不
可能な状態である。抜本的な打開策を望むところで
ある。
地域連携の一環として本学図書館は，箕面市，豊
中市の図書館と交流し話し合いの場を何度か持って
いた。昨年 9 月 26 日〜 10 月 1 日の期間に箕面及び
豊中の市民を対象とした外大図書館見学会がオープ
ンライブラリーというタイトルで実施された。両市
民併せて約 70 名の参加者があった。両市民の外大
への親近感を増したことは大変意義深い。さらに昨
年 11 月には，大阪外大と箕面市との間に包括的な
協力協定が結ばれ，本学図書館と箕面市立図書館と
の間に連携が具体化することになった。両図書館の
特色を相互に活かし補う形で所蔵資料の利用が可能
になった。このように公共図書館との連携が具体化
する上で箕面市立中央図書館長，黒田氏をはじめ多
くの職員の方々が熱意を示されたことに感謝した
い。
本学の近未来は，統合再編問題を抱えて前途多難
が予測されるが，我が附属図書館は，これからも本
学の知の要としての役割を地域との連携を密にしな
がら強めていかなければならない。
←特別展「シルクロードの文化の旅」鑑賞風景
↓特別展「江戸時代から明治初期の辞書展」
「蘭学階梯」大槻玄沢撰
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1788 年

箕面市立中央図書館長

黒田

正記

性を生かす形での連携の道を探ることとした。
その時の課題として，①学生や教員などへの公
共図書館の資料の提供及び配本をすること，②外大
図書館の所蔵資料を市民に貸し出しすること，③公
共図書館のレファレンスに対して電子情報などを活
用して外大図書館から支援すること，④連携を深め
るため両図書館の職員の交流（研修）を行うこと，
⑤外大図書館を市民に知ってもらう取り組みするこ
となどであった。

はじめに
平成 17 年3月，大阪外
国語大学附属図書館（以
下外 大 図書館 という 。）
の三村事務長から，箕面
市立図書館に対して連携
の働きかけがあった。
その主旨は，学生を対
象に実施した外大図書館
利用アンケートの結果，学生は外大図書館だけでは
なく，大阪外国語大学のある箕面市の公共図書館を
活発に利用していること，そして大学図書館の蔵書
構成として読み物や話題の本が少ないことに対する
不満が多いとのことが明らかになったので，外大図
書館として外大生のニーズに対応するため，公共図
書館との連携の道を探りたいということであった。
4月には，豊中市立図書館の伊藤館長及び三村事
務長が中央図書館へ来館され，改めてアンケート結
果の説明と学生のニーズに対して外大図書館として
対応していきたいという思いを聞かせて貰うことと
なった。学生への支援策として公共図書館との連携
により，より充実した図書館サービスが図れるとの
考え方もお聞きした。

まずは，知り合うこと
その後，公共図書館から私と職員が外大図書館
を訪問し連携に係る協議を行い，外大図書館を見学
させていただき，貴重書のコレクションなど外大図
書館の持つ資料と公共図書館が持つ資料との違いを
実感した。改めて，外大図書館の資料を市民に貸出
できれば，市民の学ぶ場，知識・情報を得る場とし
ての役割が期待できるとの思いを強くした。
連携をするということは，業務を進める上で日
常的に職員が連絡を取り合い，お互いに支援し合う
関係を創ることであるという認識を，両図書館で確
認した。そのため，顔と名前が一致する関係をつく
ることが大切ということから，8月31日に中央図書
館で公共図書館と外大図書館の職員交流会を開催し
た。公共図書館から5名，外大図書館から7名が参加
し，参加者の自己紹介と，それぞれの図書館サービ
スの概要と図書館サービスの課題について報告し
た。そして，中央図書館の施設見学も行った。

お互いの特性を生かす連携を
一方，公共図書館が抱えている課題は，多様な
市民の利用により入門書から専門書までの幅広い対
応が求められているが，予算に限りがあり専門書な
どは十分に収集できていない弱点があること，電子
情報の活用にもまだまだ不十分な点があることなど
であった。大学図書館が持つ利点を地域の市民へ提
供して貰うことで，多様な図書館サービスを市民が
享受できるのではないかと感じた。
その協議の中で，大学図書館は教員や学生の資
料調査への支援が主な役割であり，そのことから資
料は専門書を多く所蔵していることや，電子情報の
活用が図れていることの特徴があった。一方，公共
図書館は市民のニーズを踏まえることにより話題の
新刊書や小説類を多く収集しており，その両者の特

オープンライブラリーの実施
地域に親しまれる外大図書館の取り組みとして，
9月26日(月)から 10 月1日(土)にかけて箕面市民及び
豊中市民を対象として，外大図書館見学会をオープ
ンライブラリーと称して実施することとした。その
受付は箕面市と豊中市の図書館で行い，案内を外大
図書館で行うこととした。結果として，箕面市民 43
名，豊中市民 26 名が参加し，参加者も 10 代から 90
代までの幅広い年齢層であり，その反応も大変良い
ものであった。
オープンライブラリーの実施にあたり行ったア
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まとめ
国会図書館の閲覧室の壁に「真理がわれらを自由
にする」と書かれています。人は知識を得ることで
真理を知ることができます。その真理は，様々な束
縛から私たちを自由にします。また，図書館が持つ
資料を市民に提供することは，市民の知る権利の保
障であり，いうまでもなく図書館は地域の民主主義
を根底で支えるものです。
外大図書館と公共図書館との連携は，橋本館長，
三村事務長をはじめ職員の皆さんの努力のお陰で，
大きく前進しました。このことについて，私は心か
ら敬意を表しています。お互いの図書館で働く職員
がそれぞれの業務の枠を超えて，連携することで地
域の民主主義を支えるパートナーとして歩み出しこ
とを嬉しく思っています。まだ，始まったばかりの
制度ですが，利用する外大関係者や市民がその制度
をどのように育てていくのかが，問われていると思
います。勿論，私たちは，この制度を大きく育てて
いく努力をする必要があると考えています。そのた
め今後は，電子情報の活用や，外大図書館でのイン
ターネット予約資料の受け取りは外大関係者に限定
していますが，外大図書館で市民も公共図書館の資
料を受け取ることができる制度などへの充実が課題
となると思っています。双方の努力で始まった制度
を更に充実したものにすることが，問われているの
ではないでしょうか。

ンケートによると，市民から外大図書館の資料の貸
出を希望する声や，ＡＶ資料の視聴を期待するもの
も多くあり，市民の要望について，外大図書館の課
題として受け止め検討することとなった。この取り
組みを通じて明らかとなったのは，市民が身近にあ
る図書館への潜在的な利用要求を持っているという
ことと思う。
箕面市との包括協定を踏まえて
11 月1日に箕面市と大阪外国語大学の人的・知的
交流・活用を図ることにより，まちづくりの各分野
で協力し，地域の発展と人材の育成において相互に
協力・支援することを主旨とした包括協定が結ばれ
たことを踏まえ，外大図書館と公共図書館で連携の
あり方を更に深めることとした。
その内容は，①外大図書館の学生，教員及び職
員は公共図書館の蔵書の内インターネット予約した
資料を外大図書館のカウンターで受け取ることがで
きる，②外大図書館は，市民に対して資料の貸出を
する，③一方の図書館が所蔵をしていない資料で，
一方の図書館が所有している資料があれば相互貸借
し利用者へ提供する，④資料の物流については，当
面週１回とし公共図書館が行う，⑤そのサービスの
実施時期は平成 18 年2月1日から実施するというも
のであった。平成 18 年1月 27 日にこの内容を覚書
として双方で署名し制度を実施することとした。
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新文庫紹介

寄贈図書紹介

●今井義夫文庫

●朝鮮語（ハングル）言語学関係

既に利用に供され，利用者も多い「今井
文庫」が，これまで『Libr a r y in for m a t ion 』
に紹介されていなかったので，ここで簡単
に解説します。
今井文庫とは，ロシア社会思想史・協同
組合研究者であった故今井義夫氏の旧蔵書
を本学図書館が文庫として受け入れたもの
です。蔵書の内訳はロシア語図書1,738冊，
英語図書1,447冊，和書2,523冊，雑誌 203
タイトル，研究資料リストからなるコレク
ションです。
今井文庫は，2002 年度（平成 14 年）の
国立大学大型コレクション（ロシア社会思
想研究コレクション 故今井義夫旧蔵コレク
ション）として2,406点の購入が認められ，
その後ご遺族から旧蔵書のすべてを寄贈さ
れたという経緯があります。詳しくは ，『今
井義夫文庫目録』所収の「今井さんと書物」
中村喜和一橋大学名誉教授 ，「今井義夫さん
のこと」本学田中泰子名誉教授 ，「今井文庫
に寄せて」本学生田美智子教授をご覧下さ
い。
今井文庫の全資料は，
『今井義夫文庫目録』
（2005 年 3 月大阪外国語大学附属図書館発
行）として纏められ，2階の書誌コーナー（請
求記号 029| | 147| | ）で閲覧が可能です。

昨年の 11 月，故藤沢文人信州大学教授の
蔵書を本学附属図書館へ寄贈したい旨の依頼
がありました。藤沢文人教授は，愛知教育大
学を卒業後， 15 年間にわたり韓国でハング
ルの研究に精励され，慶北大学校博士課程を
修了されました。日本で韓国語についての研
究を続けながら，日本の学生に韓国語を教え
る希望をもっておられましたが，2003 年病
に倒れられました。ご遺族は，故藤沢教授の
遺志に適う韓国語を教育・研究する本学への
寄贈を希望され，図書館で受け入れることと
なりました。
図書の内訳は，言語学を主題としたハン
グルで書かれた図書が 663 冊，日本語で書
かれたものが 95 冊，ハングル辞書はハング
ル現代語，古代語，方言など多岐にわたりま
す。
故藤沢教授本人の著作『現代韓国語の形態
論研究（タイトル，本文ともハングル）』
(啓
明大学校出版部1996年出版）も含まれていま
す。
本学が所蔵するハングルで書かれた言語
学関連の図書が，この寄贈により充実しまし
た。故藤沢文人信州大学教授の寄贈図書は，
4月からハングル入力検索できるよう整備も
完了しましたので，利用をお待ちしています。

●伊地智善継文庫
本学元学長の故伊地智善継氏のご遺族か
ら譲り受けた図書 5,945 冊を収めています。
蔵 書 の 内 訳 は ， 中 国 語 3,905 タ イ ト ル
（4,527 冊）和書 1,321 タイトル（1,358 冊），
洋書 58 タイトル（60 冊）です。
伊地智先生の中国語の研究と教育，また
お人柄については，本学中国語専攻の杉村
博文教授が，Library Information No.16 にて
説かれていますのでご覧ください。
本文庫はすでに利用されていますが，文
庫目録が完成し，内外の研究者に広く活用
されていくことを期待しています。
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３．教員と協力して情報リテラシー教育の本格的実
施に向けた準備をすすめる。
図書館が行う情報リテラシー教育が，どのよう
な内容でどうあるべきかを，図書館職員と教員が
協力して検討を進めます。

附属図書館では，学習支援機能の強化のため１８
年度計画として次の五つの事項を計画し，実施に努
めます。
１．開館時間帯及び開館日の見直しを検討する。
利用者のニーズや利用状況等を踏まえ，更に改
善を進めます。

４．利用者の要望に即した多用なガイダンスを実施
する。
より一層，効果的に図書館をご利用いただくた
め，多様なガイダンスを計画し，実施します。

２．音声ブースの機器等の更新により，利用環境の
整備を図る。
17年度では，16年度に実施した利用者アンケー
トを基に要望の強かった事項を中心に，次の整備
を行いました。
①3階閲覧室の増設（48席増）
②検索用パソコンの更新
③自習室2室の設置
④グループ学習室2室の設置
⑤ブラウジングルームの改装
⑥閲覧室や自習室でパソコンが使えるよう
電源を確保（合計37席）
⑦書庫内入室のためのロッカー設置
⑧1階自習室及び2階ブラウジングルームの
照明の更新（明るくなりました！）
⑨ 3 階閲覧室の壁の塗り替え
⑩自動貸出機を自動貸出返却機に更新
⑪ 1 階自習室に無線ラン設置（図書館以外の部
署のご好意で設置）
今年度は利用環境の整備に重点を置いて改善を
進めます。

５．附属図書館において，昨年度の検討を基に，図
書館の地域貢献を進める。
平成17年度に箕面市及び豊中市の市立図書館の
協力を得て，オープンライブラリーや特別展を開
催しました。箕面市立図書館とは更に協力関係を
進め，箕面市立図書館の本を学内で受取ったり返
却できるようになりました。また，箕面市に在住，
在勤，在学されている方には，本学の図書を利用
（貸出）していただくことが可能となりました。
このような地域貢献の歩みを，更に二歩，三歩
と進めていきます。

附属図書館では，教員より寄贈された著作物を中心に「教員の著書コーナー」（2 階閲覧室）を設けて
展示しています。ここでは，平成 17 年 4 月以降に教員より寄贈された著作物をご紹介します。
平成17年4月〜11月に寄贈された図書(以下，寄贈者名[敬称略]の50音順，寄贈図書の請求記号順)

教員氏名
杉田米行

書

名

人文社会科学とコンピュータ

出版年 請求記号
2001.5

内

容

014.9￨￨17 インターネットの普及率は高まっているが、インターネット上には情報が氾濫し
ている。どのようにすれば必要な情報を得ることができるのか、インターネット
2￨￨

杉田米行

アメリカの歴史 : テーマで読
む多文化社会の夢と現実

を実践的有効利用するための方法を具体的に示している。

2003.1 253￨￨243￨￨ アメリカ建国期から現代までをカバーし、テーマ別に複雑なアメリカの歴史が整
理され、写真、地図、チャートなども豊富に活用された書。
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教員氏名
杉田

米行

書

名

アメリカ社会への多面的アプロー

出版年
2005.9

チ

請求記号

内

容

302.53￨￨

アメリカ社会研究界で実績のある研究者が、平易な表現で一般読者対象に

249￨￨

書き下ろしたアメリカ研究入門書。政治・人種・医療・大衆文化・文学な
ど17通りのアプローチによってアメリカ社会を理解することを試みる。

杉田

米行

ブッシュを採点する : 内政と外

2004.5

交の政策評価
杉田

米行

北朝鮮をめぐる北東アジアの国際

2003.9

関係と日本
杉田
杉田

米行
米行

アメリカと日本の奇跡
最新「MBAプログラム」コアガイ

米行

史上最強の最新時事完全攻略

ブッシュ政権が米国および世界に及ぼした影響を政策、権利、制度、外交

295￨￨

の面から分析している。

319.1￨￨478 アーキテクト社「日朝会談モノグラフシリーズ 」（スモールワールド学術
￨￨

2001.6
2004.5

ダンス(図解入門MBA No.1)
杉田

312.53￨￨

文庫）で刊行されたものから抜粋した論文集。

332.53￨￨

1950年代を一つの特徴ある時期としてとらえ、一次資料を基に冷戦初期に

212￨￨

おける日米の同盟関係と日本の経済復興を総合的にとらえている。

335￨￨403 ￨ MBAプログラムの全体像を広く概観した書で、MBA取得を目指す人、MBAに
￨

2005.11

ついて知りたい人に最適なMBAハンドブック。

335.9￨￨

最新の時事問題・時事用語の攻略本。就職試験対策や大学生としての一般

303￨￨
杉田

米行

he selling of 9/11 : how a

2005

national tragedy became

常識を身につけるための参考書。
「国際情勢」の項を担当。

361.4￨￨845 様々な角度から検証した論考集。タイトル日本語訳は「9/11という国家的
￨￨

悲劇はどのように商品化されたか？」杉田先生執筆箇所は"The Comfort Z

acommodity

one : Japan's Media Marketing of 9/11"(日本のメディアは9/11をどの
ようにして日本に売り込んだか？)

杉田

米行

インターネットの効率的学術利用

2004.3

549￨￨221￨￨ 大学コミュニティとその周辺に読者ターゲットを絞り、レポートや論文を
執筆するときに役立つノウハウやインターネットを利用した就職活動、さ
らには実社会で報告書を書いたり調査したりする場合にも参考になるよう
な内容になっている。

杉田

米行

英文ビジネスEメールの鉄則と極

2003.9

意

670.9￨￨187 ビジネスの現場を想定した英文Eメールの解説書。構文解釈の基礎からビ
￨￨

ジネスレターのマナーまで、およそ100のシチュエーションと添付CD‑ROM
も含めた2000の例文で詳細かつ必要なときにすぐ引き出せる構成の実用例
文集。

杉田

米行

どうする日朝関係

2003.9

319.1￨￨479 朝鮮半島問題の世界的権威、Bruce Cumingsの"North Korea : Another Co
￨￨

untry(New Press, 2004)"の全訳。アメリカの北朝鮮政策を論じる際の一

933.7￨￨

本学卒業生との共訳。上海とニューヨークを舞台に、主人公のシアフェイ

助となるよう、北朝鮮とアメリカとの関係、歴史について考察している。
杉田

米行

S.G. 上海ガール

2002.4

1369￨￨

・ホンという中国人女性と、中国生まれのアメリカ人、白人の弁護士の3
人の過去の因縁が複雑に絡まりあう物語。

木内

良行

フランス語の統語論研究 :関係文 2005.10

855.9￨￨36

法の限界と可能性

￨￨

フランス語の受動文、使役文、非人称文、副詞句のコントロールなどに関
して、従来関係文法で示されてきた説明を検討して、新たな記述の可能性
を目指したもの。

染田

秀藤

Apologia e historia

200５

255￨￨162

大航海時代の幕開けの時代に自国スペインが押し進める「新大陸」征服・

￨￨

支配の非人間性と不法性を暴いたラス・カサス（1484‑1566）の行動と理
論の現代性を解明したもの。

まどか

ラテンアメリカの歴史
ワヤンの広場(みんぱく発見;8)

2005.5
2004.3

255￨￨163

現代のラテンアメリカが直面する問題群の原点を読み解くため、土着文書

￨￨

を含む膨大な数の史料を厳選して紹介する本邦最初のこころみ。

777￨￨85￨￨

インドネシア・ジャワ島の影絵芝居と、東南アジアの様々な地域の人形芝
居や仮面劇を紹介した本。国立民族学博物館東南アジア展示場の中にある
「ワヤンの広場」というコーナーの展示案内。

テー マ展 示 第 二 弾

﹁功 名 が辻 ﹂と

(
)
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司馬遼太郎関連図書展

・展 示 期 間
平成一八年三月一日 水 〜
四月二八日 金
・展示場所

二階カウンター前

・貸出もできます︒

阪外大図書館が皆さんに図書
館の本をご紹介するテーマ展示
第 二 弾 は ﹁﹃ 功 名 が 辻 ﹄ と 司 馬 遼
太 郎 関 連 図 書 ﹂ で す ︒﹁ き く み み
くん﹂に寄せられたご意見を採
用させていただきました︒
今年の大河ドラマは司馬遼太
郎氏原作﹁功名が辻﹂です︒司
馬氏の著作の中でも戦国時代や
土佐を舞台としたもの︑土佐の
風土についてのエッセイを中心
にご紹介します︒

)

福岡

秀藤

(

染田

国際文化学科助教授
本学附属図書館所蔵の特殊文庫に石濱純太郎博士
の旧蔵書「石濱文庫」があることはよく知られてい
る。4 万冊あまりの膨大な量と質の東洋学の図書と
して紹介されるのが常である。だが図書以外にも，
拓本やその他写真・研究過程を示すノート，書簡な
ど研究資料も多数含まれる。こちらは，図書ほどは
知られていないようである。
平成 16 年から附属図書館に貴重図書問題専門委
員会が設けられ，本学所蔵の貴重な図書・資料の再
調査にむけた作業が開始された。委員として貴重図
書室や書庫を一覧するなかで，調査の必要を最も感
じたのが，この石濱文庫の拓本資料であった。
拓本は，中国・日本では書道鑑賞・研究，歴史
研究のための資料とされてきている。特にもとの器
物に紙を直接当てて採った拓本は「原拓」と呼ばれ，
現在にいたるまで単なる資料として以上の価値，美
術品の一種としても尊重されてきた。石濱文庫の拓
本は大部分が「原拓」であると思われる。貴重な研
究資料として，ここに概要を紹介したい。
石濱文庫は譲り受けられてから十年の歳月をかけ
て整理され，
『大阪外国語大学所蔵 石濱文庫目録』
が編纂・刊行された。1977 年（昭和 52 年）3 月発
行のもの（青色の紙装丁。以下「目録Ａ」）と，1979
年（昭和 54 年）3 月発行のもの（布貼り装丁で箱
入り。以下「目録Ｂ 」）の二種である。本学はじめ
諸大学図書館等に備えられているのは後者である。
この二種の目録中，拓本資料は以下の箇所に記載さ
れている。
●「目録Ａ」：①「漢籍の部」（62 頁）C 子部
第九藝術類 一書画之属 拓本［ 17 点(18 点載
るが，1 点は次の篆刻之属に属するもの)］；②「写
真の部」図版 pp.435-471，p.478［下段に画像石
の拓影］，p.491［下段に契丹文字資料］
●「目録Ｂ」：①「漢籍の部」（76 〜 77 頁）C
子部 第九藝術類 一書画之属 拓本［24 点］
；
②「写真の部」図版 pp.434-455 ；③「写真の
部」 目録 pp.492-500［写 真図版(p.492)・写
真・影印本も含めたリスト。全 161 タイトル。う
ち原拓と思しきもの 126 タイトル。1 タイトルに
相当点数の拓本を含むものあり。
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堤

一昭

「目録 B」は「目録 A」の増補改訂版と考えられ
るが，拓本資料の記載についていうと関係は単純で
はない。①「漢籍の部」の記載は「目録 B」が「目
録 A」のものを全て含むので，「目録 B」のみを参
照すればよい。だが，②「写真の部」図版は両目録
の体裁は異なり，「目録 A」のほうが所載点数がか
なり多い。両目録の図版とも参照する必要がある。
③「写真の部」目録は「目録 B」のみである。
A・B 両目録中の上記箇所に基づいて，資料の種
別や時代等により分類を試みるとおおよそ以下のよ
うになる。
1.漢代から唐代の名碑
2.法帖
3.龍門石窟の造像記
4.北朝隋唐の墓誌銘
5.非漢語刻文のものを含む石刻群
(1)契丹文字哀冊（慶陵出土）
(2)女真文字石刻（大金得勝陀碑ほか）
(3)モンゴル時代石刻（蒙漢合璧碑・居庸関石
刻ほか）
6.石経
7.漢代画像石
8.金文・銅鼓など青銅器
9.日本金石文
10.その他
1.漢代から唐代の名碑， 2.法帖は ，「漢籍の部」
記載のものである。前者としては漢碑「孔廟置百石
卒史碑」や唐碑「孔子廟堂之碑」等が，後者として
は「快雪堂法書」等が載る。主に書道研究のための
「剪装本」の体裁のものである。
3 以下は，
「写真の部」に記載される一枚物の「整
拓」で多種多様である。
3.龍門石窟の造像記は，この拓本資料中最多と思
われる。「目録 B」「写真の部」記載の点数を単純に
加算すれば 800 点以上もの所蔵となる。4.北朝隋唐
の墓誌銘も 30 数点以上ある。5.非漢語刻文のもの
を含む石刻群は点数こそ少ないが，チベット，契丹，
女真，モンゴル，西夏など石濱博士の研究分野を反
映したものであり，著名・重要なものが揃っている。
6.石経は，易経・毛詩・周禮・儀禮・禮記・春秋経

モ

ニ

ュ

メ

ン

ト

北京近郊の房山で発見された十字寺景教石刻の拓本
↓
↓２種類の石濱文庫目録

図書館 ホームページの更新

この三 月 に附 属 図 書 館 のホー ムペー ジを 更 新 しま す ︒

これ ま でご 覧 いた だ いてき た ホー ムペー ジ は︑図 書 館

職 員 が協 力 して作 成 したも ので平 成 一 四 年 一 〇 月 にア

ップしま した︒シ ン プ ル で 朴 と つ と し た デ ザ イ ン に 一

定の評価をいただいていましたが︑更新の難しさ等

から内容的に古さが目立つようになり︑この度一新

することとなりました︒

更新に当たっては︑複雑になっていたサイト構成

を見直し︑利用される方にわかりやすいということ

を重点に置いて進めています︒なお︑今回は外部に

依頼して作成していますので︑デザイン的にも洗練

されたものになるものと期待されます︒また︑今回

も外大カラーである臙脂色を少しですが残していま

すので︑大学ホームページから入ってきたときに︑

違和感も少ないのではないでしょうか︒

主 な 改 善 点 は以 下 のと お り です ︒

一 ︑サ イ ト構 成 を 浅 く し，トップペー ジに利 用 者 が必 要

と す るコンテンツの主 な 項 目 を 載 せま す ︒下 層 に入

って探 す こと が少 な く な り ま す ︒

Web版 で発 行 す る他 ︑図 書 館 関 係 規 程

二 ︑携 帯 サ イトを 作 成 しま す ︒
三 ︑広 報 紙 を

集 や 図 書 館 の年 度 計 画 等 の活 動 状 況 を 載 せ ま す ︒
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拓本整理はきわめて手間のかかる作業であり，文
庫目録中の成果から出発できることに感謝したい。
ただ恐らくは時間が切迫した中での作業のためであ
ろう，図版説明の位置や順序をはじめ記載項目の体
裁，配列，校正等について，実は修正の余地が多々
ある。
石濱文庫の拓本資料にどんな種類のものがどの
くらいあり，各々が何なのか（題名，著者，立石年
代，また原拓か模拓・写真・影印本等々）を目録の
成果を承けつつ，石刻書等が参照しやすくなった現
在のより恵まれた状況のなかで，今後明らかにして
いくことが必要であると考えている。研究プロジェ
クトを組んだ総合的な調査を望むものである。
傳集解（左氏傳?）・春秋公羊経傳・御注孝経・論語
・爾雅と十種の経書が載る。どの石経かを特定する
ことが必要である。 7.漢代画像石， 8.金文・銅鼓な
ど青銅器，また 9.古代から明治に至る数点の日本金
石文は，現時点では存在を指摘するのみに止めたい。
10.その他として，上記に分類しがたいものも幾つ
かあることは言うまでもない。
上記分類のうち， 1， 2 は複製本も含まれるよう
だが，「写真の部」に記載される 3 以下の拓本はほ
とんどが「原拓」と思われる。それ自体が採拓時点
での原石の状況を示す記念物であること，現在「原
拓」を新にここまで収集することは困難であること
からも，石濱文庫の拓本資料は価値あるものといえ
る。

投書箱
回答集
投書箱「きくみみくん」が誕生して３ヶ月（２月末現在）。「図書館のこと
なら何でもお聞き下さい」とおおきな耳をそばだてて聞いてみたところ，様
々な意見，要望，苦情など５３通もいただきました。「きくみみくんへの手
紙」をいただいた翌日には回答を掲示板に貼りだそうと努力しましたが，実
際は数日経ってからの方が多くなってしまいました。というのも，綿密に調
査を行ったり，時にはスタッフ間でけんけんがくがくのやりとりもあるよう
なディスカッションを経て貼り出す事例が少なくなかったからです。おかげ
で私たち職員が気づかなかった問題点が明らかになり，ともすれば惰性に陥
ってしまう図書館業務を日常的に見直し改善していく契機になっています。
紙面の関係上すべての回答をご紹介できませんので，そのうち半分ほどの
手紙とその回答を掲載させていただきます。

生協の白石さんをイシキしているみたいで，ア
レですね。
そうですね。生協の白石さんに感化されたことは
間違いありません。
だけど，単なる白石さんの二番煎じにはならない
ように注意しているつもりです。
白石さんは，生協に関すること以外のことでも，
見事なウィットで答えています 。「きくみみくん」
には，そんな感覚を持ち合わせていません。
白石さんと共通している点は，マジメに誠実に答
える姿勢だと思っています。ただし，図書館に関す
ること以外のことにはお答えしないようにしていま
すので，この点は白石さんと違っています。
それと，ききみみくんへのお手紙に対する回答は，
どんなものでも担当者の間で話し合い，最終的に責
任者のチェックを経て張り出していることです。個
人的な回答ではないということです。
ききみみくんへの手紙とその回答を通じて，日常
的に利用者とのコミュニケーションを図り，図書館
を身近に感じてもらうために誕生させました。きき
みみくんを通じて，常により利用しやすい環境，よ
りよいサービスを行っていく決意です。どうか，き
きみみくんをこれからも応援して下さいね。
もっと小説とかおいてください！!
ご要望ありがとうございます。

あなたと同じような要望は「きくみみくん」を置
くようになってすぐに２通寄せられました。その回
答にも書きましたが，図書館の予算が少なくて小説
にまでまわらないのです。外国の小説の翻訳であれ
ば， 24 言語の専攻語がある外国語大学ですから，
できるだけ購入するようにしていますが，日本語の
ものとなると，なかなか購入には至りません。大学
図書館ですから，やはり学術図書の購入が優先され
るのです。昨年度，図書館経費で購入した図書はた
ったの 1,570 冊です。
この 2 月から箕面市立図書館との協力で，市立図
書館の本をインターネットで予約してもらえば，外
大図書館で受け取り，返却もできるというサービス
を始めます 。「小説とかを読みたい」と思っておら
れる方にも喜んで頂けるのではないかと思います。
専用貸出券を発行してもらうために，一度市立図書
館へ行ってもらわねばなりませんが，これも改善し
ていく予定です。どうぞご利用ください。
韓国語の新聞が外大に置いてないということ
が，ちょっと理解できません。韓国の新聞を置
いてください。
ご要望ありがとうございます。
購入希望に関するお手紙は，これまで何度もいた
だいて，その都度同じような回答をしているのです
が，きくみみくんが即回答できる問題ではないので
す 。「リクエスト制度」になっていますので，まず
リクエストしてくださるようお願いします。
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韓国語の新聞を読みたいというご希望ですが，図
書館では 24 の開設専攻語の新聞くらいはすべて揃
えたいと思っています。しかし，財政事情が厳しく
スペース面でも新聞を保存できる余裕がありませ
ん。
現在，図書館に置いている日刊の外国語新聞は，
英字新聞（国内発行）3 紙，中国語新聞 1 紙，ロシ
ア語新聞 3 紙，フランス語新聞 1 紙です。このうち，
ロシア語の 3 紙は，図書館間で外国語新聞を分担し
て採ることが取り決められており，本学はロシアの
新聞を担当しているためです。フランス語紙は研究
費で購入されているものを図書館に置いています。
このように現実は，なかなか厳しいものがあります
が，リクエストされたものはきちんと収書作業部会
で採否を検討いたしますので，諦めずにリクエスト
してください。
韓国語の週刊誌でしたら，雑誌コーナーに「週刊
東亜」を入れてますので，ご利用ください。
ヒンディ−語の1年生です。
「ヒンディー語小辞典」
をいつも予習等に使っているのですが，ボロボロ
で使いづらいです。ぜひ新しいのと入れ替えてく
ださい。ちなみにヒンディー語専攻の１
年生はm y
dictionaryを持ってないんです。
ご要望ありがとうございます。一度に同じ要望が
5 枚も寄せられたので驚きました。
本の購入希望については，きくみみくんへの手紙
に何度も寄せられています。その都度同じ答えをし
ているのですが，特定の希望本や，今回のような辞
書類（参考図書と呼んでいます）の更新希望があり
ましたら，2 階閲覧室カウンター前のリクエストボ
ックスにリクエスト本をお書きになって入れてくだ
さい。
図書館で購入する本の選定は ，「収書作業部会」
という会議で行っています。収書作業部会は，教員
（図書館運営委員会委員 ），図書館職員，大学院生
（院生協議会選出）から構成され，定期的にリクエ
スト本を含め，図書館で購入する図書を選定してい
ます。リクエストの結果は，リクエストボックスの
側に備え付けているノートに回答します。図書の購
入予算は，大学の厳しい財政事情から決して潤沢で
はありません。リクエストされた本を全て購入でき
る余裕がありませんので，その点はご承知おきくだ
さい。
ヒンディー語小辞典は 5 冊所蔵していますが，な
るほど相当酷い状態ですね。いますぐには更新でき
ませんが，新年度になってから予算と照らし合わせ

ながら，順次更新していく方向で検討します。
来年で卒業なのですが，卒業後も自由に図書館
やＡＶルームも利用できるのでしょうか？土曜日
などに来られたら来たいです。
ご質問ありがとうございます。
もうすぐ卒業ですか。何だか寂しくなりますね。
卒業してからも本学図書館を利用したいとのこと，
もちろん大歓迎です。どうぞ自由にご利用下さい。
図書館では，卒業生にも「Library Card」（利用者
カード）を発行していますので，カウンターで申し
込んで下さい。ただし，貸出条件は在学時と異なり，
貸出期間は図書で 3 週間，雑誌で 1 週間，貸出冊数
は 3 冊までとなっています。「
（ 利用案内」12 ペー
ジをご覧下さい。
）
ＡＶライブラリーの利用もできます。入館時に
「Library Card」を提示して下さい。一般市民の方
は予約が必要ですが，卒業生は予約なしにＡＶライ
ブラリーが利用できます。 覚えておいて欲しいの
は，卒業生の「Library Card」は 1 年更新であるこ
とです。4 月中旬から発行できますので，毎年更新
して下さいね。
要望
冬季借出図書返却期限1月10日を１
月12日に改
めてほしい。理由は，１
月12日より講義開始のた
め，講義のないのにわざわざ出向く要あり。
土曜日も原則的に開館することを切望する。阪
大図書館と比べて，土曜開館の夕方閉館時間も
考慮して欲しい。少なくとも阪大並に！
ご要望ありがとうございます。
①について
冬休み貸出期限は補講開始日に設定していました
が，補講に来ない学生の方にはご不便をおかけした
ようですね。今後は皆様にご不便をおかけすること
がないように，長期休業期間の貸出については，通
常授業開始日以降の返却期限日にするようにいたし
ます。
②について
ご承知のように，本館は土曜日も開館しています
が，授業のない休業期間中の土曜日は閉館していま
す。土曜日の開館時間は午前 10 時から午後 4 時ま
でです。阪大図書館は 10 時から午後 5 時の開館時
間なので，本学より 1 時間長く開館しています。
土曜日の開館時間の延長については，昨年度に実
施した利用アンケートの回答によると，日曜開館要
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望に次いで大きな要望としてありました。早急に改
善しなければならないことだと思っています。とは
いっても，実現のためには人件費が必要ですので，
来年度中には少しでも改善できるようにと頑張って
います。温かい目で見守ってくださいね。

教えください。
いつも微笑ましく拝見しております。
さて，さっそく本題です。向田邦子さんの母校，
実践女子大学の図書館内には「向田邦子」コー
ナーなるものが設けられているそうです。それに
習って，大阪外大出身の作家さん，特に司馬遼
太郎先生のコーナーを独自に設けられてはいか
がでしょうか。僕は彼の大ファンなのですが，後
輩である現在の外大生の間では認知が あまりさ
れ ていないようで…。寂しいのです。生協の書
籍部と組んで一大キャンペーンをしかけても面白
いと思いますよ。今年は大河ドラマも司馬先生の
原作「功名が 辻」ですしね 。便乗しても良いで
しょう。

開館時間の延長や日数を増やすことは，アルバ
イトを使って行うのは無理ですか？僕はアルバイ
トしたいです。
図書館の仕事に興味をもっていただいて，ありが
とうございます。
本が好きな方だと図書館で働いてみたいと思われ
るかもしれませんね。
ところで，開館時間の延長や開館日数を増やすた
めにアルバイトを採用してはとのご意見ですが，現
在のところ，図書館では特別な言語の書誌データを
作成する際に，大学院生をアルバイトとして雇う以
外は，アルバイトの採用は行っていません。
開館時間の延長や開館日数を増やして欲しいとい
う要望はたくさん寄せられており，私たちスタッフ
も最も力を入れて改善しなければという思いで，関
係部局に働きかけています。しかし財政事情が厳し
いので一挙には改善が難しい情勢です。もし，要望
が認められて開館日数を増やすことができるように
なった場合は，サービスの質を落とさないよう，あ
る程度専門知識や経験のある人にやってもらわなけ
ればなりません。
学生の皆さんには，図書館内のもう少し単純な作
業があるときにアルバイトを募集しようと思いま
す。また，ボランティアとして学生の皆さんが活躍
できる場を提供できないものかと検討していきま
す。

ご提案ありがとうございます。
司馬遼太郎氏は外大が誇る卒業生ですね。ちなみ
にカウンター内の時計右脇に掲げられているもの
は，司馬氏が外大図書館に寄せて書いてくださった
温かいメッセージです。この案はさっそく採用させ
ていただきます。まもなくカウンター前の本棚で，
第一弾のテーマ展示を行う予定ですが，第二弾は司
馬氏に関連する図書を展示することにしたいと思っ
ております。大河ドラマはまさに絶妙のタイミング
ですね。同窓生ということで身近に感じ，１冊でも
多くの司馬作品を手にとってもらえるような展示に
したいと思っております。ご期待ください。
ボース特集とかおもしろそうです。意見が直ぐ反
映されていいと思います。
ところで，司書の皆さん方，もしくはきくみみく
んのオススメ本は何ですか？参考にしたいのでぜ
ひ教えてください。

おすすめの本を紹介してほしい。
ご要望ありがとうございます。
投書された方が「おすすめの本」にこめられた気
持ちについて職員で話し合いました。
「おすすめの本」が「学習・研究のために読んだ
方がよい本」であれば，先生方にお願いして，本を
推薦していただき，それをまとめてお知らせしたい
と思います。
またこれとは別に図書館としては，あるテーマを
決めて，それに沿った本をまとめてご紹介するコー
ナーを作ることができないかと現在構想中です。テ
ーマについてのリクエストもお待ちしています。
もし ，「おすすめの本」の意味が違っていたらお

「ボース特集」をお褒めいただき大変うれしいで
す。又，図書館の紹介する本にも期待していただき，
ありがとうございます。
ご期待に沿える方法を考えてみようと思います。
今後，外大の先生方に「おすすめの１冊」を紹介
していただき，その本を展示することも計画してい
ます。そちらもどうぞご期待ください。
なお，今後のテーマ展示予定は次のとおりです。
3/1 〜 4/28 司馬遼太郎関連図書
5/1 〜 7/30 「ダヴィンチ・コード」とその周辺図
書（映画公開に合わせて）
夏休み明け 外大教員おすすめの１冊
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図書の貸出の延長が できるのは大変ありが た
いのですが ，その手続きの際，必ず現物を持
参しなけれ ば ならない今の制度は本当に不便
です。
時に十数冊以上の本を延長のためだけに，は
るばる持って来なければ なりません。紛失防止
策になるかもしれませんが ，何とかカード一枚
で延長できるように変えてほしいです。信用さ
れていない気がしてとても残念です。

図書館は暑すぎて，また空気も悪いので長時間
いることができません。インフルエンザなどの感
染も怖いので，適度に換気してほしいです。
1階の自習室も同様です。

ご要望ありがとうございます。
ご不便をおかけしていることがよく分かりました
ので，皆さんにとってよりよい方法を現在検討して
います。もう少しお時間をいただけますか？
図書のない状態で延長手続きをすることの問題点
は次のとおりです。
・他の方の予約が入っていないかを確認することが
難しい。
・延長ができない種類の資料（雑誌等）であるかを
確認することが難しい。
以上のような理由から，当面は今の方法で延長さ
せていただくことをご理解ください。本を借りてい
る方にも，他の利用者の方にも迷惑をかけないよう
な確実な方法をとることができるようになりました
らお知らせいたします。
コピーカードを図書館でも販売してほしい。わざ
わざ生協まで行くのはめんどうです。
ご要望ありがとうございます。カード式コピー機
は日常的に使用していない人にとっては確かに不便
でしょうね。昨年秋に実施した利用者アンケートで
も，現金が使えるコピー機にするか，図書館内でコ
ピーカードを買えるようにしてほしいという要望が
寄せられましたので，コピー機の改善を行うことを
決めたところでした。
具体的には， 3 台のカード式コピー機のうち， 1
台を 2 月 20 日以降に，もう 1 台を新学期の 4 月に
現金使用式コピー機に切り替えます。大学院生専用
のカード式コピー機はそのままです。両替機が設置
できないので，千円札も使えるものを予定していま
す。もうしばらくお待ちください。
尚，この場をお借りして，これをお読みいただい
ている方にお願いがあります。コピー機で文献を複
写する際は，著作権法を遵守するようくれぐれも注
意してくださいね。詳しくは利用案内の 8 ページを
ご覧ください。

ご要望ありがとうございます。
「暖房が効きすぎる」という手紙は 12 月初めに
もいただきました。その時のお返事を一部抜粋して
下に書きます。どうかご理解ください。
また，換気については必要に応じて窓を開閉して
いただくと助かります。図書館員は閲覧室・自習室
に長時間滞在することができないため，実際に席に
座っていらっしゃる方の体感がわかりません。タイ
ミング悪く換気することで，寒い思いをさせてしま
うかもしれないため，恐縮ですが利用者の方に換気
をお願いしたいと思います。
暖かい日の開館前には少し換気をするようにした
いと思います。ご理解くださいますようお願いいた
します。
図書館の暖房設備は灯油をボイラーで燃焼させる
蒸気暖房なんです。ボイラーは各棟毎の中央式暖房
でして，温度調節が困難なうえに個別制御もできま
せん。点火，消火をこまめにできないのです。点火
時には大きなハンマー音も発生します。エアコンの
ような微妙な温度調整は不可能なのです。壁際設置
の放熱器のバブルを開け閉めしたり，窓を開けて冷
気を入れるような方法しかないのです。
新聞のバックナンバーを置いてほしいです。
日曜日の新聞も読みたいです。
ご意見ありがとうございます。新聞のバックナン
バーにつきましては，1 月 16 日前後に「１週間分
の新聞をどこかにおいてほしい」というリクエスト
をいただきました。そのリクエストにお応えする形
で，2 階カウンター近く（書庫入口付近）に，日本
語の新聞 5 紙と英字新聞 3 紙を置くようにいたしま
した。
また，日曜日の新聞につきましては，次のように
しております。
・日本語の新聞
月曜日の朝，月曜日の新聞と並べてブラウジング
ルームの新聞置き場に掛けます 。（通常は夕刊を
掛けています 。）月曜日の夜にバックナンバー置
き場に置きます。
・英字新聞
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月曜日の朝，上記のバックナンバー置き場に置き
ます。
祝日の場合は，上記の「月曜日」を「翌開館日」
に読み替えてください。

不便なことが多くなります。返却期限が分からなか
った時はカウンターでお聞きください。学内向けサ
ービスをお申し込みいただくと貸出冊数，返却期限
等をご自分でインターネットで確認することもでき
ます。

延長したときの罰が 厳しいので，もう少しゆるく
してくれ！
ご意見ありがとうございます。
延滞に対する「貸出停止」という罰則ですが，確
かに借りたい本をすぐに借りられない時には恨めし
く，厳しいと感じられると思います。しかし，一方
で，貸出中になっている本を，読みたい，レポート
を書くのに使いたい，ゼミでの発表に使いたいと待
っている利用者の方もいらっしゃいます。貸出期間
３週間（大学院生の方は 1 ヶ月）の間は，次に利用
したい方も我慢して待ってくださいます。しかし，
その期間を過ぎた場合は，1 日ごとに次に利用した
い方の権利を奪っていくことになるのです。
延滞した場合の罰則は，図書館の資料を一人の人
が使い続けるのではなく，皆さんで使っていただき
たいということを分かっていただくためです。
罰則には罰金制度や延滞日×冊数の貸出停止など
がありますが，外大図書館では返却を待っている人，
延滞した人双方のことを考え，現在の「延滞した日
分の貸出停止」が最善の方法と思っております。
どうか次に使いたい人のことを考えて，貸出期限
内に返してください。
罰則期間についておたずね します。いつもお世
話になっています。ところで，延滞期間がそのま
ま罰則期間になるとのことですが ，たとえば ，3
冊の本を1ヶ月延滞した場合，罰則期間は1ヶ月
ですか。それとも3冊×1ヶ月で3ヶ月借りられなく
なるんでしょうか？情けない質問ですみません。
罰則期間についてのご質問ですね。
外大図書館では，図書の返却期限から遅れた日数
だけ罰則がつき，図書が借りられなくなりますが，
冊数は関係ありません。下記をご覧ください。
・返却期限が同じ図書を 1 ヶ月遅れて 1 冊以上返却
した場合
→罰則は返却した日から数えて 1 ヶ月間
・返却期限が違う図書を 1 冊以上遅れて返却した場
合
→罰則は最も遅れた返却期限から数えた日数
図書の返却が遅れると借りたい図書が借りられな
い，貸出の延長（ただし 1 回のみ）ができないなど

罰則期間を設けるよりも罰金制にしたらよいと思
う。罰則期間によって本が借りられないのは不便
だし，罰金払うくらいなら絶対に期限内に皆返し
ます。新しい本を買う資金にもなるし，いいんじ
ゃないですか。
図書館に具体的なご提案をいただき，大変うれし
く思います。
延滞に対して罰金を科す方法は，ビデオ等のレン
タル店で一般的に使われていますね。外国の図書
館でも取り入れているところは多いです。日本の図
書館ではあまり行なわれていませんが，私立大学図
書館で取り入れているところが一部ありますが，
「罰
金さえ払えばいつまででも借りていていい」と思っ
ている利用者がいたり，返却時に罰金を請求するた
め，返却処理が終わるまでのあいだ利用者の方に待
っていただかなくてはならないそうです。閉館時に
返却ができるブックポストも置かないようにしてい
るそうです。
この他，年 1 回，まとめて罰金を徴収する大学も
あります。未払いのままだと卒業・退学ができな
いそうです。厳しいですね。
罰金をビデオレンタル店並に高額にすると，抑止
効果はあるかもしれません。ただ，図書館利用の際
に利用者の方にそれだけのプレッシャーをかけてし
まうことがよいことなのかは悩むところです。
外大図書館では延滞者に対して，貸出停止のほか
に，1 ヶ月以上延滞している場合は電話（つながら
ない場合は郵便，メール）で至急返却してほしい旨
連絡をしています。予約が入っている本については
返却期限日後すぐに連絡しています。長期貸出図書
をできるだけ少なくするため努力していきたいと思
います。どうかご理解ください。
借りる時には返却期限日を確認し，延滞すること
のないように，皆さんが気持ちよく利用できるよう
にどうかご協力お願いいたします。
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今まで自分が 借りた本のリストのようなものを卒
業するときにもらえると嬉しいです。思い出にな
ると思います。
ご要望ありがとうございます。図書館の本をたく

さん借りてくださっているのですね。図書館職員と
して大変嬉しく思います。
残念ながら，どなたにどの本を貸し出したという
図書館の記録は，返却と同時に消去されてしまいま
す。これは借りられた図書から利用者の好み・考え
方等がわかるため，第三者に悪用されないための対
策です 。（個人情報保護法や日本図書館協会の「貸
出業務のコンピュータ導入に伴う個人情報の保護に
関する基準」に基づいています。）ご理解ください。
お役に立てず申し訳ありませんが，ぜひご自身で
読書記録をつけてみてください。将来読み返したと
き，その時に考えていたことが蘇ってくるはずです
よ。

学生証で借りられるのが一番なのはもちろんです
が，箕面市立図書館の現在のコンピュータ・システ
ム及び外大のシステムでは対応できないのです。と
りあえず１年間の試行ですが，今後改善されること
もあると思います 。「箕面市立図書館の本を外大図
書館で受け取ることができます！」を２階カウンタ
ーに用意しています。これをご覧になって，どうぞ
ご利用ください。
また，近隣の市（吹田，豊中等）との連携も視野
に入れたいと思いますので，今後もご意見などをお
寄せください。

閉館時間の間に掃除機をかけてもらえませんか。

ご質問ありがとうございます。
入口のゲートに「Library Card」を挿入して入館
するのは煩わしいかもしれませんね。このゲートは
入館される方が利用登録をされているかどうかを判
断するための装置です。登録されていない方でも，
カウンターでお申し出いただくと，臨時入館証を発
行します。どうぞご理解ください。

ご要望ありがとうございます。
開館時間中の清掃は確かに集中を妨げるもので
すね。昨年春までは月末休館日の清掃のみでした。
月 1 回の清掃では汚れが非常に目立ったので，年度
途中から週 1 回のペースで清掃してもらうことにし
たのですが，開館時間外の清掃という契約になって
いませんでした。来年度から開館時間外に清掃して
もらうようにします。
いつも楽しく読んでいます。図書館内外のポスタ
ーで，箕面市立図書館の本も外大図書館で借り
られ るようになったことを知りました。読みたい
本を借りる機会が増えたのでいいことだと思いま
す。でも，借りるには「カード」が必要なんです
よね ？このカードはどこで作れるのですか？外大
図書館でも作れたら便利ですが ，今は無理です
か？一番良いのは学生証で外大図書館でも箕面
市立図書館でも本を借りられることだと思うので
すが 。他の近隣の市（吹田，豊中等）ともこう
いうシステムできたらいいですね。
ご質問ありがとうございます。
これまで実施したアンケートの回答にも外大図書
館には小説など読みたい本が少ないという声が多数
寄せられていましたので，今回のサービス開始は，
利用者の皆さんにも喜んでいただけると思います。
さて，借りるにはもちろん「カード」が必要です
が，作れる図書館は箕面市立中央図書館と東図書館
の二館です。インターネットサービス専用のカード
が発行されます。外大図書館での発行も検討しまし
たが，個人情報等の問題から箕面市立図書館だけで
の発行になりました。

入口ゲートには何の意味があるのですか？

登録していない人でも入館できるなら，入口の
ゲートの意味がないのでは？
ご質問ありがとうございます。
入口ゲートは出口ゲートと一体のもの（入退館シ
ステム）としてお考え下さい。
本学の図書館は一般市民など「登録していない人」
にも広く門戸を開けています。入口ゲートは利用者
カードを差し込んで入館できるようにしていますの
で，一般市民や利用者カードを忘れた方などには，
臨時入館証（利用カード）をお渡ししています。
ご質問は，誰でも区別なく入れるなら，何も入口
ゲートを設ける必要がないではないかということで
しょうか？ もし入口ゲートがなければ，そこから
退館できますので，貸出処理をしていない図書館の
本を持ち出される危険性があります。入口ゲートは
入口専用であって，出るときは必ず出口ゲートから
出てもらうためにあるのです。出口ゲートでは貸出
未処理本の持ち出し防止機能が付いています。この
入退館システムがなかった頃の図書館は，入口にロ
ッカーが置かれていて，筆記具以外の私物は全てロ
ッカーに収めてから入館してもらっていました。現
在のように入館者の持込本も含めて私物を持ち込ん
で利用することができるのは，この入退館システム
があるおかげなのです。
ご質問の内容が，誰でも入館できるのなら，何も
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入口ゲートで利用カードを差し込まさせるような面
倒な手続きは不必要ではないかという意味にも受け
取られます。入口ゲートでの利用カードの差し込み
は，これによって利用者数を刻々と記録しており，
利用統計の作成のために使っております。また，貸
出本の長期延滞者や用件を早急に伝えなければなら
ない人が入館したときにカウンターで分かるように
なっています。このように，長期延滞者への督促や
メッセージの伝達のためにも役立っているのです。
図書館の2ＦのパソコンにW ordを入れてほしいで
す。印刷もせっかくできるし…。
ご要望ありがとうございます。
図書館のパソコンで文書の編集ができればいいの
にというご意見ですね。大学内のパソコンは利用目
的の違いにより配置しています。
・教育用（教室 ）・自習用（コンピュータ学習室）
・検索用（図書館）
図書館では皆さんが資料の情報を得る方法の一つ
として利用していただくためにパソコンを配置して
います。最近では Web 上あるいは CD-ROM で記事，
論文が見られることが多くなりましたので，それら
を印刷できるようプリンタを導入しました。図書館
内で文書の編集をしたいというご意見も時々ござい
ます。文書の編集などをゆっくりしていただけるよ
う，昨年の夏には持込のノートパソコンを自習室，
閲覧室で使用できる電源付専用スペースを設けまし
た。ノートパソコンを持っておられない方でしたら，
総合研究棟 4 階にコンピュータ学習室がございます
のでそちらをご利用ください。
テスト期間中の日曜日に図書館を利用させてほし
いです。自宅より図書館の方が 効率よく勉強で
きます。
ご要望ありがとうございます。
日曜日の開館の要望については，一昨年秋に実施
した利用者アンケートでも同じ要望がたくさん寄せ
られました。日曜・祝日などの開館日の増加や開館
時間の延長は，私たち職員も必要だと思っています。
そのためには人件費がかかります。職員のやる気や
努力とかだけでは解決できない問題なのです。来年
度はせめて長期休業中の土曜開館や開館時間の延長
は実現させたいと検討しているところです，としか
お答えできないのがつらいところです。

9:00〜開館なら，9:00丁度には普通に利用でき
る状態であるのが世間の常識です。
ご意見ありがとうございます。
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたし
ます。昨日は雪による交通渋滞のため職員の到着が
遅れ，開館時にいつもの体制がとれなかったことに
よります。普段は 9 時には必ず開館しております。
今後このようなことがないように気を付けます。ご
了承とご理解のほどお願いいたします。
・ノートパソコンのコーナーが 便利です。できれ
ば インターネットに接続できるようになりません
か？無線LA N のルーターを一つ二つおいてくれた
ら嬉しいです。
・回答いただくときの文はとても丁寧で好感が
持てるのですが ，呼び かけに「あなた」はちょ
っと「お役所」っぽ いのでヤメたほうがいいかと
思います。
ご要望ありがとうございます。持ち込みのノート
パソコンでインターネットに接続できると便利でし
ょうね。私たちもそのように考え，閲覧室や自習室
に持ち込んだノートパソコンからインターネットに
接続できるように関係部署へ働きかけています。
この度，この 3 月末までに図書館 1 階の自習室内
のパソコンコーナーに無線 LAN 設備が設置される
ことになりました。現在のところ，学内でインター
ネットを利用していただける場所は，総合研究棟４
階のコンピュータ学習室だけですが，もう少しする
とＢ棟学生控室からもインターネット接続ができる
ようになると聞いていますので楽しみに待っていて
ください。
皆様からのお手紙への回答についても，ご感想・
ご意見いただきありがとうございます。
毎度，皆様にどのようにお答えすれば快く読んで
いただけるのか，いろいろ頭を悩ませています。今
回のご意見をお伺いし，今後はその点にも気を遣い
回答したいと思います。これからも「きくみみくん」
のことをよろしくお願いします。
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文学
7,281冊 ,16.4%

総記
1323冊 ,3%

哲 学 ・宗 教
3,051冊 , 6.9%
歴 史 ・地 理
6,051冊 ,
13.6%

言 語 , 8412冊
18.9%

和 書 44,421冊

芸術
1972冊 ,4.4%
産業
744冊 1.7%
技術工学
924冊 ,2.1%

社会科学
13,868冊 ,
31.2%
自然科学
795冊 , 1.8%

総記
92冊, 1.8%

哲学・宗教
306冊, 6.2%

文学
1192冊, 24%

歴史・地理
433冊, 8.7%

社会科学
769冊, 15.5%

洋書 4,974冊
自然科学
20冊,0.4%
技術,30冊0.6%
産業, 95冊, 1.9%

言語
927冊, 38.7%

芸術, 110冊,2.2%
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学生への貸出数

教職員への貸出数
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0
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入館者数

学生一人当たり年間貸出数
1 7 0 ,0 0 0

1 6 7 ,9 7 9

11

1 6 8 ,0 0 0
1 6 6 ,0 0 0

10.5

1 6 3 ,9 9 4

10.4

1 6 4 ,0 0 0

10.2
10

1 6 2 ,0 0 0
1 6 0 ,0 0 0

9.5

1 5 8 ,0 0 0
1 5 6 ,2 2 7

9

1 5 6 ,0 0 0

8.9

1 5 4 ,0 0 0

8.5

1 5 2 ,0 0 0

8

1 5 0 ,0 0 0

2003年
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2003年
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年間開館日数
一日平均入館者数
270

644

265

643

642
260

640
255

638
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250

634
634

633

245

632
240

630
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235
2003年 度

2004年 度
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2004年

2005年

貸出回数
1. 日本語のシンタクスと意味（第1巻〜3巻） / 寺村秀夫著 [815.9/9]
30回
2. ノルウェイの森（上・下） / 村上春樹著 [913.6/R]
23回
3. 会話分析 / 泉子・K・メイナード著 [801.09/88/2]
19回
4. 認知言語学の基礎 / 河上誓作編著 [801/1457]
19回
5. シェイクスピア全集(全7巻） / 小田島雄志訳 [932/361]
18回
6. 日本語動詞述語文の研究 / 森山卓郎著 [815.5/11]
18回
7. 認知意味論/ ジョージ・レイコフ著；池上嘉彦，河上誓作他訳 [801.45/132]
18回
8. アスペクト・テンス体系とテクスト [810.8/30/2‑7]
18回
9. アメリカ文学史 : コロニアルからポストコロニアルまで /別府恵子, 渡辺和子編 [930.29/281] 18回
10. 認知言語学原理 / 山梨正明著 [801/1540]
17回
11. 幕末外国関係文書（1‑30）/ 東京大学史料編纂所編 [210.08/33]
16回
12. 紅楼夢(全12巻）/ 曹雪芹作 ; 松枝茂夫訳
[810.8/30/2‑4]
14回
13. 生成文法の基礎 : 原理とパラミターのアプローチ / 中村捷, 金子義明, 菊地朗著[801.5/427] 14回
14. 文化初級日本語 / 文化外国語専門学校日本語科著作・編集 [810.7/109]
14回
15. 大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方 / 吉田健正著 [816/123]
14回
16. はじめての認知言語学 / 吉村公宏著 [801.04/523/]
14回
17. 三島由紀夫全集(全36巻） / 三島由紀夫著 [918/302/]
13回
18. モモ / ミヒャエル・エンデ作；大島かおり訳 [943.7/6]
13回
19. 図説ドイツ語の歴史 / ヨアヒム・シルト著 ; 橘好碩訳 [840.2/125]
13回
20. モダリティ / 森山卓郎，仁田義雄，工藤浩著 [815/391]
13回
21. ヨーロッパ国際関係史 : 繁栄と凋落,そして再生 / 渡邊啓貴編 [319.3/84]
13回
22. ダ・ヴィンチ・コード（上・下） / ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥訳 [933.7/1335]
13回
23. 教養のための言語学コース / 小泉保著 [801/1392]
12回
24. 日本語の談話の構造分析 / ポリー・ザトラウスキー著 [810.8/25]
12回
25. 認知文法論 / 山梨正明著 [815/334]
12回
26. 社会言語学入門 : 生きた言葉のおもしろさにせまる / 東照二著 [801.03/268]
12回
27. 蒙古語文語文法講義 / 小沢重男著 [829.55/249]
12回
28. 第二言語習得の研究 : 5つの視点から/レスリー・M. ビービ編 ; 卯城祐司, 佐久間康之訳 [807/451]
12回
29. 活着 : ある農夫の一生 / 余華 [著] ; 大河内康憲編注 [827.7/53/[1]]
12回
30. 日英対照動詞の意味と構文 / 影山太郎編 [835.5/68]
12回
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