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あらためて、図書館へのいざない 
 

文学部日本語日本文学科 木下みゆき  

 

平成 31 年度から図書館長を拝命しました、文学部日

本語日本文学科の木下みゆきです。平成 28 年度から図

書館司書課程を担当しています。私は元図書館員です。

図書館という仕事に興味を持ったのは、まずは私自身、

図書館が大好きだったことです。具体的な体験として、

20 代後半、自分の仕事や生き方に自信が持てず迷ってい

た時期に、図書館で出会ったたくさんの本が私の心に響

きました。まさに乾いた大地が水を吸収するような状態

で、それまで私が持っていた固定観念を打ち砕いていき

ました。それで思ったのです。「司書の仕事って、なんて

魅力的なのだろう。１冊の本がその人の生き方を変える

こともある！」と。 

今、公共図書館は、行政支援、子育て支援、ビジネス、

医療・健康、法律などの地域の課題解決に取り組み、市

民生活の中で大切な役割を担っています。そうした中で、

ひとりひとりが情報にアクセスする権利や、知る自由を

保障するための役割を果たす図書館および司書の役割は

ますます重要になっています。 

私はふらっと旅に出た際でも、それぞれの土地の図書

館に足を運ぶことが大好きです。視察のアポイントメン

トを取っていませんから、一人の利用者としてその図書

館を見学し、小さな図書館であっても地域性を感じたり

司書が工夫なさっていることに感動したり、とても楽し

い時間です。来館者がどのように図書館を利用しておら

れるか、図書館に寄せられる多様なニーズにあらためて

気付くこともあります。 

本学では「司書」「図書館司書教諭」「学校司書」の資

格・認定を受けるために充実したカリキュラムを用意し

ています。とくに「学校司書」は、30 年度より学校司書

課程を開設して文部科学省による学校司書モデルカリキ

ュラムを採用しました。これら３種ともが学べる大学は、

全国的にもさほど多くは存在しません。 

みなさんの学びを支えるのは、本学図書館の役割です。

46 万冊という豊富な蔵書と図書館員のホスピタリティ

をぜひ、体感してください。スタンプラリーやテーマ展

示、司書課程授業とコラボしたビブリオバトルや帯コン

テストなどみなさんの図書館利用を促すための仕掛けが

たくさんあります。グループ学習室をラーニングコモン

ズに変えたことも、よりアクティブな利用に繋がってい

ます。 

私も図書館員のみなさんと協力して、学生のみなさん

に愛される図書館づくりに努力いたします。これまで以

上にどうぞ本学図書館をご活用ください。 
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『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』 

七月隆文著  宝島社 

【913.6/N 本館閲覧室  日本文学コーナー】 

初めはタイトルの意味が分からなく

て、興味本位で手に取った本でした。 

電車内で一目惚れした男の子が勇気を

だして告白する所から始まり、彼女との

少し不思議な関係が、驚きのラストシー

ン、そしてタイトルに繋がっています。 

ライトノベルでデビューした作家さん

の書いた作品なので、普段本を読まない人にも読みやす

くなっていてオススメです！ （神保滉人） 

 

『ねじまき少女 上・下』 

パオロ・バチガルピ著  ハヤカワ文庫 SF 

【933/BAC/1,2 別館 1 層】 

石油が枯渇した近未来のタイ・バン

コク。奇妙な果実を発見し、調査に乗

り出した男はある夜、少女型アンドロ

イドのエミコに出会う。様々な要素が

入り混じったＳＦでありながら、どこ

か現実的であり、遠くない未来の話と

も感じさせる作品。  (M.I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『夜が運ばれてくるまでに』 

時雨沢恵一著  メディアワークス文庫 

【発注中】 

この本は、共感できる部分や涙を 

誘う場面が含まれた 25 個の掌編。 

絵本の様な感じの内容で、短い文章の

中に込められた言葉の力が積陽感じる

本だ。 

この他にも『お茶が運ばれてくるまで

に』『答えが運ばれてくるまでに』と同

じような本もある。 （M.K） 

  

 

『自分だけにしかできない生き方』 

加藤締三著  大和書房 

【159.7/K 本館 1 層】 

大学生活では、サークル、ゼミ、

就職活動などで、人間関係や自分に

ついて悩むことが多い。その場その

場で自分を見つめるが、余計分から

なくなってくる。そんな時にこの本

を読むと心が軽くなってきます。        

（K.K） 

 

 

文芸部のおすすめ本 
 

館蔵本解題その 30 「薬学コレクション」  
坂崎文俊(薬学部 教授) 

 
近頃は専門書の電子書籍もあり、本学図書館を通じて利用可能なものがある。 

「薬学コレクション」は本学薬学部教員で選定したもので、本学学生および教職員が利用でき、リモート

アクセスの手続きを行えば学外からも閲覧が可能である。大学ホームページの図書館のページのうち、電子

書籍リンク集の中から「Maruzen e-book library」を選ぶことで閲覧できる。数学、物理化学、有機化学

関係は「ジャンル」の「理工学」の項目に、生物学、医療系分野は「生命科学、医学、農学」の項目にある。 

一例として栄養・食品分野を挙げれば、学生の参考書としても使える「食品衛生学」や、実践的で薬剤師

にとっても参考になる「臨床栄養学 1」「栄養管理・手技マニュアル」のような専門書がある。勉強の苦手

な学生の取り掛かりのために「マンガでわかる栄養学」のような書籍も採録されている。 

「50 音順・商品名でひける治療薬事典」などは、日常生活で目に留まる医薬品についてふと気になった

ときに、スマートホンからリモートアクセスで参照すれば、薬理学や薬物治療学分野の復習に役立つだろう。

学生諸君の学修のために活用していただきたい。 

本学文芸部のみなさんにおすすめの１冊を紹介していただきました。図書館で所蔵のないものは、発注して
おりますので、是非読んでみてください。 
原稿をお寄せくださったみなさん、ありがとうございました。 
図書館でも館員のおすすめ本の紹介もしております。図書館ホームページをお見逃しなく、ご覧ください。 
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もっと知ろう！図書館クイズ  クロスワード 

平成ベストセラーズ  
～平成元年から 30年までの年間 TOP本～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タテのカギ 
 １   図書館用語では本棚のことをこう呼びます 
 ２   図書館内のパソコンでプリントアウトしたい場合は、

コピー○○○を持参してください。 
 ３   ⇔被害者 
 ４   ことわざです。出る○○は打たれる 
 ５   ⇔好意。 東野圭吾の小説の題名にもなっています。

本学にも所蔵あり。 
 ７   げんこつともいいます 
 ９   一般の人が住む家のことをいいます 
 10  大阪大谷大学へは、大学スクール○○を利用してくる

人もいます 
 13  目がくらむこと 
 14  本学閲覧室には日本○○○○コーナーがあります 
 15  松尾芭蕉の俳句 夏草や○○○○どもが夢の跡 
 17  今年 2019 年の 4 月 30 日に今上天皇は○○○されます。 
 20  ○○○の踏切にひっかかった。 
 22  ことわざです。きれいな○○には棘がある 
ヨコのカギ 
 １   図書館の本館１層には○○○○○○室があります。 
 ６   自国以外のよその国のことを指します 
 ８   図書館別館１層の児童図書コーナーには絵本だけでは 

なく○○○○○もおいています 
 11  アルファベット順で、T→U→ ? →W→X 
 12  寿司酢を混ぜ合わせたご飯のこと 
 14  ○○○動。授業終わりにしている人も多いのでは？ 
 16  あたりよりも著しく盛り上がり、頂のある土地で、 

キノコなどを採りに行く場所 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18  五・七・五・七・七の五句三十一音の歌 
19 すばやく刀を抜いて、すぐに刀を鞘に戻す剣術のこと 
21 おでんに入っている具の略称で油揚げの間に細かく切った 

野菜や昆布などをいれたもの 
23 水中にすむ軟体動物の総称。外側が堅い殻でおおわれて 

いるのが特徴です 
24 映画やコミックなどが小説化された作品のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 TUGUMI 吉本ばなな 2004 世界の中心で、愛を叫ぶ   片山恭一 

1990 愛される理由※ 二谷友里恵 2005 頭がいい人、悪い人の話し方 樋口裕一 

1991 もものかんづめ さくらももこ 2006               国家の品格 藤原正彦 

1992 さるのこしかけ さくらももこ 2007 女性の品格 坂東眞理子 

1993 マディソン郡の橋 R.J.ウォラー 2008         夢をかなえるゾウ 水野敬也 

1994 大往生   永六輔 2009             １Ｑ８４ (1・2) 村上春樹 

1995 ソフィーの世界 J・ゴルデル 2010 
もし高校野球の女子マネージャーがドラッ

カーの 『マネジメント』を読んだら 
岩崎夏海 

1996 脳内革命（1・2） 春山茂雄 2011 謎解きは ディナーのあとで 東川篤哉 

1997 失楽園     渡辺淳一 2012 置かれた場所で咲きなさい  渡辺和子 

1998 大河の一滴    五木寛之 2013 医者に殺されない 47 の心得※ 近藤誠 

1999 五体不満足    乙武洋匡 2014 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい※ 槙孝子 

2000 だからあなたも生き抜いて 大平光代 2015 火花 又吉直樹 

2001 チーズはどこへ消えた？     
S・ジョンソン 

門田美鈴訳 
2016 天才 石原慎太郎 

2002 生きかた上手※ 日野原重明 2017 九十歳。何がめでたい※      佐藤愛子 

2003 バカの壁 養老孟司 2018 漫画 君たちはどう生きるか※ 吉野源三郎 

                                典拠：『出版年鑑』出版年鑑編集部編 

 

 ※印は所蔵なし  
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国立国会図書館デジタル化送信サービス 
 

「デジタル化資料送信サービス」(送信サービス)は、国立国会図書館でデジタル化した図書や雑誌のうち、絶版などで

現在手に入らないものについて、国立国会図書館館の承認を受けた(全国各地の)公共図書館や大学図書館などで

見られるようになるサービスです。図書館閲覧室に送信サービス専用パソコンがありますのでカウンターで利用の申込みを

してください。レポートや卒論にお役に立てください。 

 

図書館では、さまざまなイベントや展示を行なっております。詳細は、図書館ホームページの 

「図書館からのお知らせ」でご確認ください。皆様の来館をお待ちしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年度のイベントの一部です。 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

書名 編著者 発行者 請求記号 寄贈者(敬称略) 

アジア諸国における高等教育法・大学法(資料集) 南部広孝編 南部広孝 377.22/A 中島悠介 他 1冊 

スマホから考える世界・わたし・SDGs 開発教育協会編 開発教育協会 694.6/S 岡島克樹 他 2冊 

万葉研究の共有化を目指した学際的文献目録の作

成 
竹本晃編 大阪大谷大学 911.12/M 竹本晃 

王朝物語史論 : 引用の『源氏物語』 星山健著 笠間書院 913.36/H 星山健 

古新羅 金石文과 木簡 김창호 지음 주류성 221.03/K 竹谷俊夫 

近鉄長野線とその付近の名所旧蹟について 松本弘(裕之)著 [松本弘(裕之)] 216.36/M 中道厚子 

戦国期細川権力の研究 馬部隆弘著 吉川弘文館 210.47/B 馬部隆弘 

『法華経山家本』の声点にその読誦法を探る 長谷川明紀著 皇學館大学出版部 188.3/H 宇都宮啓吾 

英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典 
森口稔編著 
William S. Pfeiffer 英文校閲 

三省堂 210.03/M 小山敏子 

ヤンマー学生懸賞論文･作文入賞作品集 :  
 いま日本の農業がおもしろいその変化と対応 

ヤンマー農機株式会社学生懸賞論文 
・作文募集運営委員会事務局編集 

ヤンマー農機 610.4/Y/28 
大阪大谷大学 
日本語日本文学科 

としょかんぽう 17 号                         〒584-8540                          
2019 年 4 月 1 日発行                           大阪府富田林市錦織北 3 丁目 11-1  

大阪大谷大学図書館                                 TEL0721-24-1015 FAX0721-24-1176  

受贈資料リスト(学内)受入順 （2018 年 4月～2019 年 1 月） 

上記資料のほか、学内外より 598冊の資料を受贈いたしました。心よりお礼申し上げます。 

クイズの正解 アクタガワ(芥川龍之介) 

図書館トップページへアクセス! 


