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本学教員出版物の紹介 
 
 

－平成 19 年（2007 年）7 月以降寄贈のもの－ 
 
子どもから大人への１０１話          三島正英著 
大学的やまぐちガイド－「歴史と文化」の新視点 山口県立大学国際文化学部編 
ふたりのキェシロフスキ            渡邉克義訳 
出すぎる杭は打たれない            安渓遊地，安渓貴子編著 
大学生とマチに出よう             安渓遊地，安渓貴子編著 
（他編・著 2 点） 
森の人との対話                安渓貴子著 
社会福祉の行財政と計画            内田充範他編著 

青年期の危機とケア              大石由起子編著 
社会福祉の扉を開く              加登田恵子編著 
地域福祉とコミュニティへのアプローチ     草平武志他編著 
発達障害の理解と支援             斎藤美麿他著 
はじめての社会保障 第 7 版          田中耕太郎他著 
はじめての社会保障 第 7 版補訂版       田中耕太郎他著 
生と死の人間論                中村文哉他編著 

今を生きる子どもと家族            二村克行他著 
ソーシャルワーカーのためのチームアプローチ論 横山正博他編著 
事例でまなぶ褥瘡トータルアセスメント     田中マキ子監修 
らくらく＆シンプルポジショニング       田中マキ子著 
（他編 1 点） 
教室でする発達障害への教育コーチ       林 隆他著 
From physics to physiology           市村孝雄教授研究室 
日本経済の再生を考える            樫原朗他著 

日本経済の課題と将来を考える         樫原朗他著 
 
*共著等については、奥付の代表著編者等を参考に記載しました。 

 
 
 
◆ 編集後記 

  ４月から新しい図書館システムが稼働しています。           
本号ではリニューアルされたＯＰＡＣの使い方を特集しました。 

  一方、右の写真は、修理中の附属図書館正面の壁面です。ナス 
カの地上絵のようですが、本号発行時には修理が完了しているは 
ずです。 
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巻 頭 言 

                                附属図書館長 稲田秀雄 

 附属図書館長に就任して１年未満、今までは図書館を利用する立場でしたが、管理する立場となっ

て、本学図書館の抱える課題に日々直面しています。 

 図書館は、単なる「書庫」ではありません。特に大学附属図書館は、大学の基盤的な教育・研究支

援機関（組織）であるはずです。そうした基本的な役割を全うするには、本館の諸設備は限界に達し

ているといわざるをえません。この問題の解消には抜本的な措置が必要です。皆様の一層のご支援を

今後とも切にお願いする次第です。 

 
 私自身にとって図書館とは、人類の知的遺産としてのおびただしい書物（基本的に紙媒体）を収蔵

し、しかもそれらをいつでも「手に取って読む」ことができる施設です。 

 近年、電子ジャーナル等の電子資料が普及し、また文献のデジタル化も進んで、各図書館・資料館

のウェブサイトに貴重資料の画像がアップされるようになり、私などもその恩恵を日々こうむってい

ますが、かといって紙媒体が不要になったわけではありません。 

 私たち研究者は、おおむね「調べもの」をするために図書館を利用しています。それはまず目当て

の文献を探すことですが、時には、探していたものとは別に、思いがけない文献（資料）に遭遇する

ことがあります。その文献は目当ての書物の隣にたまたま並んでいたりするのです。膨大な量の図書

がきちんと分類されて書架に並べられているからこそ、こうした発見があり得るのです。また、書庫

内の文献の閲覧を請求してカウンターで待つ時の

わくわくした気持ちも、書架から直接書物を発見す

る喜びとともに捨てがたいものがあります。それは

猟師が獲物を発見し、手に入れる喜びに似ているか

もしれません。 

 「渉猟」という言葉があります。「広くあちこち

をわたり歩いてさがし求めること」、さらには「広

く書物に目を通すこと」という意味です。膨大な書

物を分野別に分類した上で収蔵している図書館は、

まさに最も渉猟に適した場所です。 

 皆さんも図書館で文献・資料を渉猟する愉しみを

ぜひ味わってみてください。 

 

短いお知らせ 

図書館システムの更新で、特別利用の時間に、図書の貸出に加え返却も出来るようになりました。 
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 図書を検索する 
  《検索条件入力》画面                  《検索結果一覧》画面                   《検索結果詳細》画面 
 
 

 
 

《附属図書館ホームページ》メニュー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
   

雑誌を検索する 
《検索条件入力》画面                      《検索結果一覧》画面                     《検索結果詳細》画面                    《バックナンバー》画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検索条件を入力し、検索ボタンをクリック。 一覧の中から、詳細を確認したい図書のタ

イトルをクリックします。 
図書の詳細や貸出状況を確認できます。 

所在と請求記号を必ず確認しましょう！ 

検索条件を入力し、検索ボタンをクリック。 

 

一覧の中から、詳細を確認したい雑誌のタイトルをクリッ
クします。 

雑誌の詳細や貸出状況を確認できます。 
何号から何号までを所蔵しているのか、該当巻号

がどこにあるのかを必ず確認しましょう！ 

バックナンバーのうち、新しいものから順に表示さ

れます。 

現在貸出中の図書の状況欄

には「貸出中（返却期限日）」

が表示されます。 

雑誌のみに? を入れると、

雑誌のみを検索すること

ができます。 

雑誌をクリックすると、

雑誌の先頭にジャンプし

ます。 

巻号や発行年月を指定して

表示させることもできます。 

バックナンバーの情報

が表示されます。 

図書館システムの更新に伴い、ＯＰＡＣがリニューアルしました！ 
新しいＯＰＡＣの使い方を簡単にご紹介します。 

所在を選択すると、本館また

は看護棟図書室の資料のみ

を検索することができます。 

★附属図書館蔵書検索 OPAC で本学の所蔵資料を検索することが
できます。 

新規の検索を開始する

ことができます。 

★新機能！ ブックマーク★ 

気になる資料はどんどんブックマーク
しましょう！ 

「ブックマーク一覧」でブックマークし
た図書を一覧で見ることができます。 
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