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情報の向こうにあるもの －城西大学機関リポジトリ『JURA』－
図書館事務長 若生政江
最近「ニュートンの手稿」がデジタル公開されたという情報に接した。それは、アイザック・ニュートンの
最大のコレクションをケンブリッジ大学図書館がデジタル公開したものである。これによって、ニュートンの
手書きの『雑記帳』で数式や図を見ることができる。(http://cudl.lib.cam.ac.uk/)
本学図書館でも、18 世紀～20 世紀の英国下院議会資料(House of Commons Parliamentary Papers)や 15 世紀
半ばから 1850 年までの社会科学系学術図書ゴールドスミス・クレス文庫(Goldsmith’-Kress Library of
Economic Literature)などのデジタル資料を架蔵している。また、
『解体新書序図』
『養生訓』
『傷寒論辨正』
『水
産図解』など 15 点の漢方古書資料をデジタル化し公開している。デジタル化し、インターネット上に公開する
ことで、今まで手にとって見ることのできなかった資料を画面上で見ることができる。場所も時間も制約なし
に古典資料を紐解くことは、新たな発見につながるかもしれない。さらにこの分野の研究が進むことも期待さ
れる。デジタル公開の意味するところは大きい。
さて、本学で公開している『JURA』についても少し触れたい。現在、日本国内では、153 の機関リポジトリ
が立ち上がっている。主に大学、研究開発機構、博物館などの機関である。機関リポジトリは、その機関（大
学）の教育・研究活動の成果を収集し、国際標準のメタデータを付与し、デジタル化して保存し、その情報を
発信しようとするものである。だが、自機関のリポジトリは、自機関で作るしかない。半永久的に責任を持っ
て保存し、斯界に発信していくものである。資料を探すために従前からあった二次資料データベースとの違い
は、全文フルテキスト資料が収集保存されていることであり、リポジトリの意味は貯蔵庫とも言われている。
『JURA』に登録できるコンテンツは、紀要・年報、学術雑誌掲載論文、科研費報告書、学位論文（博士）
、講義
ノート、教材、プレゼンテーション資料など教育・研究上の成果物の他に、大学の沿革資料、ポスターなど、
本学独自の保存すべき資料が対象である。現在 3,500 件ほどのコンテンツが登録され、利用されている。
インターネットの検索エンジンは、検索時間を短縮し、だれでも簡単に探せるようになった。しかし、探し
ているものを正しく見つけるためには、探し方の工夫が必要で、探す側も、発信する側もそのことを考慮する
必要がある。IT に強いといわれるハイテク世代の学生は、情報の探し方は得意かもしれない。探した情報の向
こうにあるもの、そのコンテンツを読み解く力もつけてほしい。
『JURA』搭載のコンテンツもその一つと言えよ
う。

1 月の開館日のお知らせ
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図書館開館時間
□＝9：00～21：00
■＝9：00～19：00
■＝9：00～17：00
■＝休館日
1 月 14、15 日はセンター試験実施のため休館です

学生選書 2011 で選ばれた
学生による学生のための本を読んでみよう
１２月１日から１２月１４日までの期間、図書館で購入する本を学生自身が選ぶ「学生選書２０１１」を行いまし
た。選書方法は、図書館事務室内に特設された専用の書架から直接手にとって、最大 10 冊まで本を選ぶとい
うもの。この企画に参加してくれた学生は 16 名。厳選に厳選を重ねた図書は 121 冊に及びました。

こんな本が選ばれました

選ばれた本は選書の理由も添えてミニ展示コーナーで
展示していますので参考にしてみてください。

アラブ革命の衝撃

マーケティング思考法

よくわかる医療面接と模擬患者

臼杵陽著 / 青土社
開架図書(3 階)：312.27/U95

数江良一著 / 東洋経済新報社
開架図書(3 階)：675//Ka99

鈴木富雄, 阿部恵子編.
名古屋大学出版会
開架図書(3 階)： 490.14//Su96

アラブの歴史や国内・国際社会
の問題点を見出し、アラブは世界
とどう付き合うのか、どのように
世界と良い関係を築くかの糸口
を探すのに必要な知識を集めら
れそう。(理学部 数学科 / 1 年)

「もしあなたが○○○のマーケ
ティング担当になったら？」とい
う問いかけに、どう考え、どう行
動すべきかが詳しく解説されて
いて、興味をひかれました。
(経営学部 / 2 年)

地球経済の新しい教科書

朝採りの思考

あなたがいる場所

石戸光著 / 明石書店
開架図書(3 階)：333.6//I72

外山 滋比古著 / 講談社
開架図書(2 階)：914.6/To79

外山 滋比古著 / 講談社
開架図書(2 階)：913.6/Sa94

経済って難しいと思われがち
なのですが、人・モノ・お金とい
うフォルダーを作って考えるこ
とによって国内の動きや世界で
どういう問題が起きているかを
簡単に知ることができるな、と思
いました。 (経済学部 / 4 年 )

専門書と異なり堅苦しいとこ
ろがないこの本。帯にもある通り
「視点を変えるだけで人生は新
しくなる」と述べている。
(現代政策学部 / 2 年)

普段あまり小説を読まない人で
も、短編小説なので読みやすいと思
います。
内容も、考えながら読むとより深
くて、とても良いです。
(理学部 数学科 / 4 年)

学生選書に参加してどうでしたか

患者さんは何か問題を抱えてい
る。しかしその問題は患者さんによ
って様々であり、解決方法も様々で
ある。どのような問題があるか場面
を予め考えておかねばならない。
(薬学部 薬学科 / 5 年)

参加者の声
 普段はすすんで本を読まないのですが、選書に参
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加したら読みたくなった。
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きるいい機会でした。
 意外と興味のある本があったので参加してよかった
です。

学生選書は 2012 年度も実施します。
新しい世界への入り口が発見できるかも。

1月の図書館展示コーナー「身近な化学」
物質の科学ともいわれる化学は、
あらゆる物質の構造や性質、
反応性などに関する自然科学の一分野です。20 世紀における
化学は合成繊維・ゴム、プラスチック、洗剤、染料、肥料、農
薬、医薬等の分野で優れた性質をもつ製品を大量に供給し、私
たちの生活を豊かなものにしてきました。
今回の展示は、この化学分野を特集しています。上で述べた
「私たちの生活を豊かなものにする」
という点をテーマとして、
身近（生活の中）にある化学についての資料を集めています。

Ａｓｋ ｍｅ!

～今月の調べもの～

「TPP」とは何か具体的に知りたい。
ある「事柄」について調べる時には、最初に事典を
使って概要を調べることをお勧めします。オンライ
ン辞書の『ジャパンナレッジ＋』では複数の辞典・事典か
ら概要や関連する記事・コラムを検索できます。
また、このような時事問題は「日経ＢＰ記事検索」(雑
誌)や「日経テレコン２１」(日経新聞)などのデータベース
を利用して記事を入手すると便利です。ＯＰＡＣからは雑
誌の特集記事や『灼熱アジア：FTA・TPP 時代に日本は生き
残れるのか』といった関連書籍を探すことができますの
で、より詳しい内容の資料を入手するのに役立ちます。
上で紹介したデータベースは図書館ホームページの
「データベース集」から利用できます。
POINT
調べ物をする際は、複数の資料を使うと精度が上が
り、多角的な視点からも捉えることができます。
★図書館では、資料の場所から便利な検索ツールの使い方まで
皆さんをサポートしています。質問はカウンターへどうぞ。

ライブラリアン お薦め図書
『なぜヒトは旅をするのか : 人類だけにそ
なわった冒険心』榎本知郎著 ：化学同人
開架図書(3 階)：384.37//E63

みなさんはなぜ旅行をするのか、考えてみた
ことがありますか。なんと、霊長類の中で旅を
するのは人間だけだそうです。
著者の生物学者・榎本知郎さんは、
「旅」の定
義を「自分が生活しているところから出て、よ
その見ず知らずの人の生活圏へ行き、また自分
のところへ戻ってくる、という行動」としてい
ます。サルの場合、敵か味方という認識だけで
すが、ヒトは見知らぬ他者をそのまま受け入れ
る能力を持っており、旅ができるのだそうです。
この本では、その能力があれば対立している
民族でも共存する道がある、とまで述べていま
す。旅好きな人に読んでほしい 1 冊です。

図書館活用案内
統計研究会文庫
3階マイクロ室内には統計研究会文庫資料が収められています。
2008年8月に財団法人統計研究会より寄贈されたもので、明治中期以降か
ら現代までの国勢に関する貴重な統計資料8,103点があります。
最も古いものでは「日本帝國統計摘要」（明治22年・1888年）があり、「日本帝国人口動態統計（原表之部）明治
33年」などの貴重な資料もあります。これらの資料を読み解くと、当時の産業、物価、教育状況、衛生事情など近
代日本の様々な状況が浮かび上がってきます。経済史や経営史だけでなく、薬学・理学にとっても貴重な発見が
できるはずです。
また国勢に関する資料は、1階の「統計・年鑑・白書類」コーナーにも揃えています。合わせてご利用ください。

試験期間中のお知らせ
シラバス図書は一時貸し出し停止にします
だれもが手にとって学習できるようにするため、図書館
3 階「シラバスルーム」に置かれているシラバス図書は、
試験期間及び追・再試験期間 1 週間前から試験終了ま
で、貸出を停止します。

＜ 貸出し停止期間 ＞■1／21（土）～ 2／10（金）
及び 2／17（金）～ 3／5（月）

４～６階を開放します
試験期間近くは利用者の大幅な増加が予想されるた
め、1 月２0 日～2 月 10 日までの間、４～６階を
午後 7 時まで開室します。いずれの階も閲覧席とし
ての利用ができます。グループ学習室としての利用
はできませんのでご了承ください。

＜ 解放期間 ＞■1／10（火）～ 2／10（金）
３階グループ学習室も 1／28（金）から開放します

図書館Ｑ＆Ａ

～アンケートの回答から～

全学対象図書館アンケートへのご協力ありがとうございました。約１３００件の回答をいただき、図書館の利用傾向
や貴重な意見を聞くことができました。今回はアンケートの中から、図書館に対する要望や質問で特に多かったも
のについて回答します。

Q．マンガや若者向け雑誌は買わないのですか。
A．特別な理由がない限り、マンガの受け入れ
はしていません。
1F ブラウジングコーナーにはスポーツ・ファッシ
ョンなどの雑誌があり、２年に一度、購入見直しの
アンケートを行っています。

Q．図書館のコピー機でノートをコピーするのは
なぜ駄目なのでしょう。
A．図書館のコピー機は著作権法 31 条で決め
られた範囲での運用のみが許されています。
著作権法第 31 条で図書館のコピー機は調査研究
の用途に限り、図書館等の図書、記録その他の資料
のみを複製できます。

Q．開館時間は延びませんか。
A．12 月 1 日より平日の開館時間を通常の 21
時までに戻しました。
5 時限以降もゆっくりと利用できます。

Q．空調をもう少し効かせてほしい。
A．省エネのため全学で室内設定温度が定めら
れていますので、節電にご協力ください。
場所の変更や衣服で調節してください。また 1 階
カウンター前ではひざ掛け毛布を貸出しています。

なお、アンケートの最終的な結果については、集計が終わり次第図書館ホームページにて報告します

図書館彙報
■12 月 1～１０日
■12 月 1～１４日
■12 月 1、2 日
■12 月 4 日
■12 月 8 日
■12 月 12 日
■12 月 12 日

個人向けガイダンスを実施しました。
学生選書 2011 を行い、16 名の参加がありました。
平成２３年度女性情報アーキビスト養成研修（国立女性会館）に出席しました。
ひざ掛け毛布の数を増やしました。
２０１１年第６回私立大学図書館協会東地区部研修分科会に出席しました。
埼玉県大学・短期大学図書館協議会第２３回研修会に出席しました。
日々輝学園高等学校 30 名の見学がありました。

■12 月 13 日

生命科学分野の国内外データベース（約 230 件）の検索結果、文献、特許、遺伝子リスト
を一括表示できる「生命科学 DB 横断検索」をデータベース集に追加しました。

■12 月 15 日
■12 月２１日
■12 月２１日

多賀高等学校４１名の見学がありました。
坂戸市立図書館協議会に出席しました。
18 世紀 英国議会資料「18c HCPP」をデータベース集に追加しました。
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