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− 図書館長に就任して −
館長

高橋美由紀

本年４月から、及川前館長の後を受けて図書館長を務めること
になりました。就任して２ヶ月経った今、改めて、大変な時に館
長をお引き受けすることになったものだ、との思いを禁じ得ませ
ん。それは、わが東北福祉大学が大学の長い歴史のなかでも経験
することのなかった大きな曲がり角を迎えているからです。
具体的には、大学入学志願者全入時代の到来、大学院の規模の
飛躍的拡大充実、そして新しい学部学科の設置などです。大学全
入時代の到来により、大学での講義を十分に消化できる基礎的知
識を持たない学生が数多く入学してくることが予想されます。大
学としては否応なくこの問題に対応せざるを得なくなるでしょ
う。図書館も高校生向けの図書までそろえることを求められるこ
とになるかもしれません。次に、大学院の充実は時代の大きな流
れです。ただ、これだけ全国的な大学院の拡大が行われてくると、
今後、各大学院が厳しい外部評価にさらされることが予想されま
す。図書館としては、院生向けの専門図書を充実強化し、大学の
教育力を高めていく必要があるでしょう。最後の新学部、学科の
設置ですが、本学は時代の動向を見極めながら、新たな学部学科
の展開を図ってきています。これまでの本学図書館にはない分野
の図書の収集がますます求められることになります。
このように本学の図書館は大きな課題を抱えながら歩んでいく
ことになります。図書収集の面のみならず設備面でも壁に直面す
るのは必至です。そのような厳しい状況下にありますが、職員と
力を合わせ、知恵を出し合って乗り切っていこうと思っておりま
す。
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リンドグレーン作・大塚勇三訳
『長くつ下のピッピ』
岩波書店, 1964.12
所在：949.83 |｜リン
学生用開架コーナー

子ども科学部もできたことだし今
回は児童文学を紹介しよう・・・。
スウェーデンの作家リンドグレーン
が自分の娘にしてやったお話がもと
になって書かれた『長くつ下のピッ
ピ』なんてどうだろう。
サルと馬を連れて、ひとりで暮し、
学校にも行かない。長いくつ下と大き
なくつをはいた世界一強い女の子の
お話で、どんなえらそうな大人をもの
ともせず愉快に大活躍。心のあたたか
さが伝わる楽しい本です。ビデオも出
ていてスウェーデンの美しい風景と
のんびり感がいい。そうそうピッピの
吹替えは岸田今日子だったなぁー。
楽しく思い出しながら赤木かん子
の『絵本・子どもの本総解説』を開い
てみた。
『長くつ下のピッピ』が発売

された当時は小学校５、６年の人が自分でぐいぐい読んで楽しい本だっ
だけれど、今どき日本の５、６年生でサーカスに行ってゾウを持ち上げ
たいと思う人がどれだけいると思うかと書いてある。
「そそそ・・・そう
なんだ？」「そそそ・・・そうかも！」
ピッピの話を喜ぶのはもっと小さい子。ということは自分では読めな
いから読んでやる本になっているみたい。日本の４０年間の変化を考えれ
ば本だって変わるのは無理ないか。子どもの本ひとつとっても子どもの
教育や心理学を勉強するのに役に立つかも。
いっそリンドグレーンのようにお話作ってしまおうか。我が図書館に
もいるんですよ。自分の子ども達にお話作って聞かせている人が。
『ダニのプー』の物語。
（目録担当 ： 田上 けい子）

レポート課題が出されたとき、みなさんは図書館でそのテーマについての図書を探し
ますよね。そこで一言！図書もいいですけど、“論文”という手もありますよ。
“論文”とは研究者がその成果をまとめたものです。多くの論文に当たって他人の見
解を知ることで、自分の考えもより一層深まります。
本学図書館では約 4500 タイトルの雑誌を所蔵していますので、レポート作成に役立
つ論文がきっとあるはずです。また、所蔵してない資料も取り寄せることができますよ。
今回は論文の探し方から入手の仕方までの流れを見ていきましょう。

☆ 論文を探してみよう！
1.データベースを選ぶ
図書館 HP にあるリンクから利用するデータ
ベースにアクセス。

★所蔵あり！
4.東北福祉大学図書館で所蔵しているか
OPAC で雑誌名を検索

※ 論題で検索するのは間違いです。
その雑誌があるかどうかを調べるのです。

2.検索
探したいテーマの論文について、思いつくキ
ーワードで検索。

※ 雑誌の所蔵がわかったら、読みたい巻号
を所蔵しているかのチェックも忘れずに！

雑誌は新着雑誌コーナー、書庫
にあり ます 。書庫にあるも のは
図書閲覧票に記入し、1F 書庫カ
ウンターで出庫してもらいます。
※ コピーをするときは「文献複
写申込書（館内）」に記入し、
カウ ンターに 提出 して くだ さ
い。著作権法を守っ てコピー
しましょう。

☆所蔵なし・・・

3.論文の情報を読み取る

図書館で所蔵していなくても、他
の図書館から論文のコピーを取
り寄せることができます。

重要！

検索結果の中に読みたい論文があったら、
その論題、著者名、雑誌名、巻号、掲載ペ
ージ 、発行年などの 論文情報 を控えてお
く。

CiNii でこのマークがつい
ている論文は Web 上で本
文を見ることができます。

図書館サービス① 相互利用サービス
相互利用（ILL：Inter Library Loan）サービスとは、図書館を通じて資料の現物や複写物を
入手できるサービスです。中央カウンターで申込をすると、後日資料を受け取ることができます。
複写料金と送料は実費負担となります。入手までの日数は 4〜10 日程度です。
それぞれの図書館はネットワークを結び、お互いに協力しあって、利用者に資料を提供してい
ます。東北福祉大学図書館は福祉関係の資料が充実しているので、他の図書館からの文献複
写依頼がとても多いです。ちなみに昨年は 4099 件でした。

貸出の多い本

図書館日記♪

−選書の1コマ−

学閲本・書庫本
1. 遊びリテーション学 / 三好春樹, 上野文規, 下山名月著 / 雲母書房 / 1999
2. はじめて施設に働くあなたへ / 日本精神薄弱者愛護協会編 / 1992
3. ニッポン貧困最前線 / 久田惠著 / 文藝春秋 / 1994
4. 社会福祉の歴史 / 高島進著 / ミネルヴァ書房 / 1995
5. 痴呆性老人の心理学 / 加藤伸司編著 / 中央法規出版 / 1992

ベストセラー
1. 陰日向に咲く / 劇団ひとり著 / 幻冬舎 / 2006

2. 天使の梯子 / 村山由佳著 / 集英社 / 2004

3. いつかパラソルの下で / 森絵都著 / 角川書店 / 2005

3. あおぞら / 星野夏著 / ポプラ社 / 2005

5. 嫌われ松子の一生 / 山田宗樹著 / 幻冬舎 / 2003

5. 風味絶佳 / 山田詠美著 / 文藝春秋 / 2005

平成 18 年度統計

図書館。昔は「大学の心臓」、最近は「情報の収集･発信場
所、メディアセンター」などと言われています。
そのような図書館の資料収集方法をいくつかご紹介いた
します。
まず、図書館には出版社･書店・セールス、図書館専門新
刊案内冊子、新聞、パンフレット、インターネット情報、教
員からの推薦、学生からのリクエストなどなど多くの出版案
内情報があります。
その他に変わったものでは、電話で元国会議員の側近らし
い人物が、出版物を誇らしげに長々と準備したような口上を
述べるので、上の空で聞き流していると、聞いているのかと
言わんばかりに返答を催促され、丁重にお断りしてもなかな
か聞き入れられず、ましては一般書と比較して超高額の図書
を送りつける業者もあり、その場合は着払いで送り返しま
す。
そのように様々な図書出版情報を｢図書選定委員会｣で選
定したり、館員全員で回覧して着目し、現在図書館に収蔵し
てあるか蔵書状況をその選定時に各館員の「感ピュータを起
動」させ、最後に本館図書館システム端末で検索しその収蔵
状況を確認して重複を避け、所蔵されていなければ本学の図
書資料として相応しいか、専門書か一般書か、金額などを配
慮しながら注文の作業に移ります。
そんな資料を選定していると、
「私的感覚が起動」して個人的に
欲しくなるような本がたびたび目
に飛び込んできますので、私的に
買い込んでしまうことも時折あり
ます。
そんな訳で書籍代が多少嵩むの
は私だけかな?と思いながら選定し
ている昨今であります。

スタッフ紹介 part4（パート・アルバイト）
☆絵本コーナーが、３階閲覧室の百科事典類の隣へ移動しま
した。
☆図書館入口（片側）が自動扉になりました。
☆新コーナーについて
・学生用開架コーナーの壁際（貴重書庫隣）に紙芝居コー
ナーができました。貸出もできますのでご利用ください。
・「るるぶ」「地球の歩き方」等のトラベルガイドや、多読
コーナーが３階コピー機付近にそれぞれできました。
☆書庫内が変わりました
・和雑誌、洋書が置いてある書庫に洋雑誌が移動して、こ
れまで分かれていた、和雑誌と洋雑誌が同じ書庫になり
ました。教職員や大学院の方々は利用しやすくなったと
思います。
☆各種ガイダンスについて
・春はガイダンスの季節です。図書館では、様々なガイダ
ンスを開催しました。既に終了したものもありますが、
「図書館ツアー」は団体・個人で受け付けています。
日程、申込については３階カウンターへどうぞ。
☆貴重品はロッカーへ！！
・図書館内で席を離れる際、貴重品は持ち歩くか、３階ベ
ストセラーコーナー脇の貴重品ロッカーを利用してくだ
さい。
・
☆人事異動がありました
・本間雅人
４月１日付 教学部より図書館へ
初任の地にもどりました。何やらパソコンがひしめき合
い、図書カードは主役の場を奪われ、司書の仕事も変わ
ったなぁと思いつつ、早く慣れなくちゃ、と思う日々です。

図書館は昔から大好きな場所だったので、アル
バイトができてとてもうれしいです。
まだ慣れないところが多いですが、精一杯頑張
りたいと思います。よろしくお願いします。
社会教育学科４年 中嶋 恵

４月から新しく図書館のアルバイトをすることに
なった、阿部絵理子です。
利用しやすい図書館作りのサポートとして役立
てるように励んでいこうと思うので、よろしくお願
いします。
産業福祉学科３年 阿部 絵理子

新しく図書館アルバイトをすることになりました小
笠原です。
ずっと憧れていた図書館の仕事ができ、緊張も
ありますがうれしさでいっぱいです。
１つひとつ丁寧な仕事を心掛けていきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
社会教育学科３年 小笠原 典子

３月から図書館のアルバイトに入りました。
３ヶ月経ちますが、まだわからないことはたくさん
あるので、徐々に慣れていきたいです。
１年間しかありませんが、責任を持って、頑張っ
ていきたいです。
社会教育学科４年 片平 睦美

２年生が私１人ということで、先輩方にかわ
いがってもらっています（多分）。
皆さんが気持ち良く利用できるように、図
書館をキレイにする努力をします！
ぜひ、利用して下さい。
社会教育学科２年 吉田 実可子

普段はいつも事務室にいますが、時々書庫カウ
ンターも担当しております。
御用の際にはお気軽に声をおかけ下さい。
鎌田 巧
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前回の「としょかんぽう」から、いろいろと変化のあった図書館。新しいコーナー
もいくつかできたので、どんどん利用して欲しいなぁ、と思う今日この頃です。
≪ 稲妻・熊谷・石川 ≫
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