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書物というテクストから世界というテクストへ�

　いま、 人文科学の世界で大きな変化が起きている。
大学は、特権的な技術者・官僚・企業家を生産する
場ではなくなった。『知識創造企業』 ＊１）（野中郁次
郎・竹内弘高著，東洋経済新報社，１９９６）や「ニュー
エコノミー」といったことがいわれているように、
生産の世界でもハードの生産からソフトの生産への
シフトが始まり、古典的な知識の体系は大きな変化
を迫られている。
　たとえば、新しい商品開発では、若者や女性の感
性や価値観に訴えかける必要がある。なぜならば、
彼女ら／彼らは、新しい現実を生きるために従来の
男性的な価値観から逸脱する部分を持っている。い
まの現実を理解するためには、人々の無意識の世界
の中で起きている、目に見えない、しかし確実に変
化を読み取ることが要求されている。私はかつて
『江戸の無意識―都市空間の民俗学』 ＊２）（櫻井　進著，
講談社現代新書，１９９１）で、都市というテクストの
中に潜んでいる無意識の変化を読み取ろうとした。
それは、バブル経済崩壊の直後にあってまだ明確に
は自覚されていなかった戦後日本の社会システムの
亀裂を明らかにすることを意図していた。
　しかし、いま私は、江戸を通して語ろうとは考え
ていない。なぜならば、目の前にある世界というテ
クストを見ることが必要だからである。変化の中に
あって、その意味を見ることは、きわめて困難だ。
しかし、過去の歴史を通して、その変化を読むこと

が可能であるし、変化の兆しは、過去にあったはず
だからだ。
　現実の変化の中で古典的なテクストが無意味に
なったわけではないだろう。古典的なテクストは現
実との緊張感の中で再解釈され、新たな意味が与え
られる。
　学問と現実との乖離があるとすれば、現実を解釈
し、変革できるように学問のありかたそのものを変
えてゆかなければならない。
　この数年の間に噴出した戦後日本社会システムの
矛盾は一時的なものではない。偽装問題も一部で起
きている問題ではなく、〈いま、ここで〉生きるこ
とを犠牲にして、成長や発展といった目的に向かっ
て社会を総動員してきたことの結果である。
　現実を理解するためには過去を総動員しなければ
ならない。そして、重要なのは、書物というテクス
トも世界というテクストも同じようにとらえること
ができるような知性と感性である。
　かつて寺山修司は「書を捨てよ町へ出よう」と
いったが、そのことはもう一度書物の世界へ帰るこ
とを否定する言葉ではないはずだ。

（元人文学部教授：故 櫻井 進）

南山大学図書館での請求番号
　＊１）３３６.４K/７８７, ３３６.４L/７８７/A
　＊２）BA１/-０１０２３８［指定図書］

本巻頭言は故櫻井進教授のご生前に執筆を依頼し校正まで終わっていたものです。故人による最後のメッセー
ジとして読んでいただければと思います。併せて、故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

（図書館長　水谷 重秋）
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（NISHIO, Masaki：広報委員 西尾 雅樹）

皆さん、日頃図書館を利用していますか？皆さんはどんな時に図書館を利用するのでしょう？試験前、

授業でレポートを出された時、暇つぶしに雑誌でも読んでみようかと思った時…実は就職活動の時にも図

書館は皆さんのお役に立ちますよ。

就職活動真っ最中の南山生の会話から使えそうな資料をいくつかそっとお教えします。

　：就職活動どう？進んでる？

　：どうもこうも、自分がどういう職種にむいているのか、まるで分からないんだ。興味のある職種もあ

るんだけど、具体的にどういう仕事をするのかとか、どうしたらなれるのかがよくわからないんだ

　：そう、大変ね、じゃ図書館に置いてある、「なるにはBooks」とか「最新データで読む産業と会社研

究シリーズ」（瀬戸図書館のみ）なんかを読んでまず業種調べからね。それにまず働くことの意味や

就職活動をうまく乗り切るための情報収集について書かれた本を読むことも大切ね。

　：う～ん、いくつかアタックしてみたい企業が見えてきたぞ！早速エントリーシートを出してみるよ。

業界研究に役に立つ本

■ なるにはBooks（名古屋・瀬戸ブラウジングコーナー）

■ 最新データで読む産業と会社研究シリーズ（瀬戸ブラウジングコーナー）

■ 会社図鑑 !：業界別カイシャの正体２００８　天の巻・地の巻　 BROW/２００６ 

A

A

B

B

企業研究に役立つ本・データベース

■ 会社四季報：上場会社版／東洋経済新報社  R/３３５.４/２０９、R/３３５.４L/２０９ 

■ 会社四季報：未上場会社版／東洋経済新報社  R/３３５.４/２０９－１、R/３３５.４L/２０９－１ 

■ eol ESPer（日本の有価証券報告書等の企業情報データベース）  図書館Webページ：電子ジャーナル・DBからアクセス 

就職全般に関る本

■ 行列のできる就職相談室 : まるごと１冊「悩み解決」の本Q&A 
　 －学研（きめる！就職BOOKS）  ３７７.９K/２５５、３７７.９L/２５５/A 

■ 実況中継大学生のためのキャリア講義：就活本を読む前に／山本直人著
  ３７７.９K/３０２、３７７.９L/３０２/A 

■ わたしの適性・適職発見：キャリア発掘：短大・大学生版／川合雅子著
  ３６６.２L/１００３ 

その他

■ 話し方や敬語、ビジネスマナーに関する本  分類番号３３６.４に多数 

■ エントリーシートや面接・SPI に関する対策本  問題集コーナー 

■ 就職ジャーナル、公務員試験の受験ジャーナル  ブラウジングコーナー、雑誌コーナー 

■ 各企業のCSR取り組みに関するCSR報告書  名古屋図書館CSRコーナー 

～就職活動編～�人�達�達�人�達�人�達�人�達�人�図書館利用の�図書館利用の�図書館利用の�

Q&A式で
就職活動の悩める
質問を一刀両断

この本で、
自分を冷静に
見つめなおして

企業選びに
業界内他社との比
較は不可欠、データ
で本当に勢いのある
  会社を発見！！
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近年、新しい雑誌から伝統ある雑誌に至るまで、さまざまな学術雑誌が電子化されています。

そうした電子化の波に乗り、自分の研究室や図書館のパソコンを通じて効率的かつ網羅的に雑誌

論文の渉猟が行なえるようになってきました。また、雑誌以外の書物も徐々に電子化されつつあ

ります。

しかし、既存の電子書物は比較的最近刊行されたものばかりですから、少し前の時代の書物の

渉猟には従来通り書庫に潜って過ごす楽しいひとときが必要です。ところが昨今は、そうしたひ

とときを確保するのが容易ではない世知辛いご時世。ちょっと空いた時間に書庫に瞬間移動でき

たらなぁ…。さて、そんな夢想を禁じ得ない方々に朗報です。

今回南山大学に導入されることになったECCOは、１８世紀における英語圏の印刷物を包括的

に収録したマイクロフィルム・コレクションThe Eighteenth Century のすべての資料を電子

化した巨大なフルテキスト・データベースです。１７０１年から１８００年までの百年間に英国とその植

民地などで刊行された英語刊行物約１５万点（３,３００万ページ）が収められています。しかも、

元々がマイクロフィルム・コレクションなので、モニタ上に表示されるのは書物の印刷面そのま

まの画像であり、本としての視覚的な質感が保持されています。それをオンラインで自分の研究

室からいつでも読むことができるのですから、まさに１８世紀の英語刊行物がまるごと自分の書斎

に収蔵されたと言っても過言ではないでしょう。１５万点もの貴重な書物を実際に購入し収蔵しよ

うとすればどれほど膨大な費用と空間が必要か、想像してみれば、その凄さは一目瞭然のはずで

す。

さらに、このECCO最大の特徴は、すべての収録刊行物についてフルテキスト検索が可能だ

ということです。たとえば、Japan や samurai という語が１８世紀英国のどの刊行物のどの箇所

にどの程度用いられていたのか。かつては、これを知るためだけに学者たちが一生を費やしても

足りなかったわけですが、昨今の情報技術の進展のおかげで、所定の作業手順を踏めば誰でも瞬

時に知ることができるようになりました。これは、技術の進展によってもたらされた、文献研究

における学術的価値の位相転換と言ってもよいかもしれません。ECCOはそれを可能にする

ツールなのです。

政治、経済、産業、社会、文化に大きな変革をもたらし、「近代人」の観念を生み出した１８世

紀という時代、その中で中心的な役割を果たした英国の残した膨大な刊行物を繙く学術的営為は、

現代世界の諸問題を読み解く上でもきわめて重要な意味をもっています。最新の情報技術を用い

て二、三百年前の世界を覗いてみる。ECCOという名の「どこでもドア」は、みなさんの目の

前のモニタの中で開けてもらうのを待っています。

（OKUDA, Taro：人文学部准教授）
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操操操操操操操操操操操作作作作作作作作作作作方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法

　ECCOは１７０１年から１８００年までに英国もしくは植民地で刊行された印刷物約１５万冊（約１３万タイトル、
３３００万ページ）すべて収録した全文のコレクションです。今年度は文学・語学分野を除く歴史・地理、社
会科学・芸術、医学・科学・工学、哲学・宗教、法律、総記・全般の各分野を契約しました。
　収録は書籍だけでなく、パンフレット・辞書・年鑑・聖書・一枚刷・地図なども含まれています。著者
はスウィフト、ジョンソン、デフォー、フィールディング、バーク、ポープ、フランクリンなどの文豪と
無名作家や女性作家、外国語からの英訳、シェイクスピアなどの古典作品の１８世紀版もあります。異版の
比較が必要な作品や、重要な改訂箇所があるものについては複数の版が収録されています。

内内内内内内内内内内内 容容容容容容容容容容容

南山大学図書館では２００８年４月より電子ブックのコレクション「Eighteenth Century Collections 

Online」（以降 ECCO）を契約しました。貴重な資料が身近に利用できるようになりました。内容と操作

方法をご紹介します。

　この電子ブックは書名検索と著者名検索、全文検索、キーワード検索ができ、すべての収録資料は
PDFファイルで提供されています。
　ECCOトップ画面からの検索操作方法（Basic Search）を順にご説明します。
　　ログインするとBasic Search 画面になります。必要に応じて他の検索方法もお使いください。

詳細検索 著作物検索

▼ ▼ ▼

▼

ここではAll の選択だが、分野の選択
も可能である。

[library] で検索する。　　　　　ボタンをクリック。

▼

１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８世世世世世世世世世世世世世世世世世紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀紀英英英英英英英英英英英英英英英英英語語語語語語語語語語語語語語語語語・・・・・・・・・・・・・・・・・英英英英英英英英英英英英英英英英英国国国国国国国国国国国国国国国国国刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊行行行行行行行行行行行行行行行行行物物物物物物物物物物物物物物物物物デデデデデデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタタタベベベベベベベベベベベベベベベベベーーーーーーーーーーーーーーーーーススススススススススススススススス
EEEEEEEEEEEEEEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhh CCCCCCCCCCCCCCCCCeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyy CCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccctttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssss OOOOOOOOOOOOOOOOOnnnnnnnnnnnnnnnnnllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeee

内内内内内内内内内内内容容容容容容容容容容容ととととととととととと操操操操操操操操操操操作作作作作作作作作作作方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法

１

著者名検索
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（SUGIYAMA, Mari：電子情報係 杉山 麻里）

　　［library］を検索すると９５９件見つかりました。以下のように結果一覧画面が表示されます。

　最初のタイトルをクリックすると詳細画面に画像も表示されます。以下、画面内に機能説明を記入して
いますのでお試しください。

　　その他
　同時アクセス数に制限はなく、リモートアクセスのSSL-VPNサービスからも利用いただけます。

　日本ではまだ契約している大学図書館も少なく、内容的にも大変貴重な資料です。分野も広くオリジナ
ルの画像や全文検索もあり、電子ブック初心者にも利用しやすいインターフェースです。研究に必要な方
はもちろん、少し興味が沸いてきた方もご利用ください。

▼

クリックする。

▼

画像

Page#または Image#に数字を記入し　　　を
クリックすると画像のページ移動ができる。

▼

▼

目次から本文の各章
冒頭にリンク

▼

まわりのボタン他を消し、
画像を大きく表示できる。

▼

書誌情報

２

３
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●過去５年（２００２－２００６年度）の統計データでみる南山大学名古屋図書館の利用状況

　サービスの変更について、２００２年度に「一

般貸出の上限冊数の拡大」「資料取寄範囲の

拡大」、２００４年度、２００６年度に「開館時間の

延長」があった。サービスを拡大した年度は

伸び率の差はあるが、入館者が増加している。

　利用者別の貸出冊数内訳は、教員４８,２６２冊、

大学院生３５,５６６冊、学部学生３１１,４９４冊、

別科生５,２４７冊、学外者２５,１４３冊、相互貸借

１,８０３冊である。

利用者の貸出冊数内訳（５ヶ年累計）３

　学生窓口部署（教務課・学生課）の移転、大学会館の第一食堂の閉鎖などで、図書館方

面への学生の流れが以前と比べ滞りがちであるが、２００７年度より日曜開館を試行しており、

今後の入館者・貸出冊数の増加が見込まれる。

今後の利用状況について４

　２００５年度まで減少傾向であったが、２００６年

度より６,６０６冊増加した。理由としては、「開

館時間の延長」などが挙げられる。

貸出冊数の推移２

入館者数の推移１
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（閲覧・参考係）

●２００７年度日曜開館　来館者数実績報告

　南山大学では、学生への教育研究サービスの向上と地域社会への貢献を目的とし、図書

館の日曜開館を検討実施しています。先行して瀬戸図書館で実施してきましたが、２００７年

度より名古屋図書館でも試行実施することとなりました。

　２００７年度中の日曜開館実施日における入館者数（名古屋・瀬戸）は以下のとおりです。

合計瀬戸
来館者数

名古屋
来館者数日月

１１５２４９１１５４月

９７２４７３２２

２１２４８１６４計

６８休館６８６５月

１９９８９１１０１３

１６６６０１０６２０

１５０３７１１３２７

５８３１８６３９７計

１９１４４１４７３６月

１１５４０７５１０

１７５４３１３２１７

１７３７３１００２４

６５４２００４５４計

２３６７２１６４１７月

２４４７５１６９８

３２２７７２４５１５

１,３１９４０６９１３２２

３６７１０４２６３２９

２,４８８７３４１,７５４計

合計瀬戸
来館者数

名古屋
来館者数日月

１４１４１１００３０９月

１４１４１１００計

２１１７１１４０７１０月

２４１６１１８０１４

１５０１９１３１２１

５３０３４３１８７２８

１,１３２４９４６３８計

３５７４３３１４４１１月

２３８６７１７１１１

２０８４６１６２１８

２９３７９２１４２５

１,０９６２３５８６１計

２０６５８１４８２１２月

２５１５７１９４９

２２１４１１８０１６

６７８１５６５２２計

５２６１４２３８４１３１月

３５３１０１２５２２７

８７９２４３６３６計

３,９３７１,１６８２,７６９総入館者数春学期
計 ２６８８３１８５１日あたり

３,９２６１,１６９２,７５７総入館者数秋学期
計 ２８１８４１９７１日あたり

２００８年度も引き続き日曜開館を実施しますので、ぜひご利用ください。

ただしレファレンス業務は実施しておりませんので、ご注意ください。

　　　開　館　日　　春学期および秋学期授業・試験期間中の日曜日約３０日（予定）

　　　開館時間　　１０：００－１７：００
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（MIYAKE, Erina：図書館研修生）

　「一度、図書館の仕事を体験してみ

たい。」そう思っていた私は、図書館

で「研修生募集」の掲示を見つけたと

き、すぐに申し込みをしてしまいまし

た。私が選んだのは、広報活動の体験

です。主な内容は、図書館の入り口を

飾る掲示板の作成です。物を作ること

が好きな私は、大勢の利用者に見ても

らえる掲示版をどんなものにしようか、

毎回楽しく考えながら作業しました。

図書館員の方々と協力し、自分でも満足のいくものを完成させることができました。完成時

には、図書館員の方々も一緒に喜んでくださり、周囲の人からも感想をいただき、作り上げ

た喜びを感じることができました。

　研修期間中は掲示板の作成だけでなく、図書館内を案内していただいたり、普段目にする

ことのない図書館の裏側を見たりという貴重な体験もできました。図書館は静かな場所です

が、その奥では大勢の図書館員がてきぱきと働いています。考えてみればわかることなので

すが、実際に見るまではなかなか気づけませんでした。

　図書館研修生は、図書館の業務を知ることができるだけでなく、体験することで図書館を

もっと好きになれるような活動だと思います。少しでも図書館に興味がある人は、参加して

みると図書館の新たな魅力に気づけるかもしれませんよ。

自分のイメージが、だん

だん形になってゆく様子

に感動しました！！

三宅　江梨奈

できあがった掲示板を見てくれる人
がいた時は本当に作って良かったと
思いました。とても充実した楽しい
活動でした！！

ぜひ、体験して
みて下さい。

今年度も図書館研修生を
募集します。
詳しくは、名古屋図書館
レファレンス・カウンター
へお問い合わせ下さい。
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潮日本文学26）「山本周五郎集」「山本周五郎集」

　図書館に入ってすぐ目に入るブラウジングコーナーの図書、授業に関係ある指定図書、閲覧室

の開架図書、これらは学生諸君にも馴染みがあろうかと思うので、今回は地下２階の書庫に埋も

れている古い図書の紹介をしてみようと思う。『山本周五郎集』（新潮日本文学第２６巻）（１９７０年

初版）である。貸出記録を見ると昭和４６年から平成１１年までで、以後は残念ながら記録がない。

それだけこの作家に興味を持つ人がいなかったのだろうが、現代の若者にこの作家の持つ人生観

を紹介してみたい。収録されているのは、「ながい坂」「青べか物語」「よじょう」の３編である。

中でも「よじょう」は剣聖宮本武蔵の武士道精神を痛烈に批判した作品で、中国の晋の故事〈予

譲の斬衣〉を引用している。すなわち、敵討ちという無益な殺生は止めて、敵の着物を斬ってそ

の恨みを晴らしたら良かろう、という反武士道精神を、岩太という主人公を通して訴えたもので

ある。

　現代社会を毎日のニュースから垣間見ていると、ネットで知り合った赤の他人が全く見ず知ら

ずの他人を殺害したり、逆によく知っているはずの親子兄弟同士が殺しあったり、と人の命を軽

んじている、言い換えれば、人間の尊厳が失われているような現象が強く感じられる。

　山本周五郎のスタンスは、単純な勧善懲悪という世界ではなく、他の作品にも見られるが、人

間にとって善とは何かということをじっくり考えさせるのである。例えば、自害することを求め

られた武士が、命を惜しんで泣き喚いたとする。普通の武道小説なら女々しい奴、潔くない、

かっこ悪いという評価を与えただろうが、周五郎の小説では、かの武士は遣り残したことをその

ままに死んでしまうことを残念がっている、カッコウに構わず男らしいという表現になるのであ

る。これも現代の自殺者の多い社会を見るにつけ、自らの命も大切にせよというメッセージと捉

えたい。

　上記作品のほかにも、９１８K/５１４８/v.１８「昭和文学全集」第１８巻（山本周五郎ほか）、０８１K/

２３６７-２/v.０-１４「青べか物語」、９１０C/２６９２/v.１７「ちいさこべ」（少年少女日本文学館第１７巻）、

９１０K/２１２１/v.３３、９１０L/２１２１/v.３３/A「山本周五郎」（作家の自伝）が所蔵されている。また、

７７０F/１５２５「SABU」、９１３F/３/v.８「日曜名作座」８（思い違い物語・真説吝嗇記）などが視聴覚

ライブラリーで所蔵されている。

（SUZUMURA, Takayasu：図書選定委員 鈴村 高康）

請求番号　９１８/２１/v．２６、９１８C/２１/v．２６/A［名古屋図書館B２F書庫、２階CJSコーナー］
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１１

２２

３３

４４

５５

７７

６６

図書館は学習・研究の場です。以下の点に注意して気持ちよく図書館を利用しましょう。

　私語は慎みましょう

階段やロビーでのおしゃべりは結構声が「響きます」。小声でひそひそしているつもりでも、勉強

している周りの皆には雑音です。

ゼミなどの相談しながらのグループ学習は３階のグループ閲覧室を利用してください。

　携帯電話の使用について

館内では携帯電話はマナーモードか電源OFFにして下さい。

メールは構いませんが、館内での「通話」はご遠慮ください。不意にかかってきた場合でも一旦保

留にして通話は館外に出てからにして下さい。

　飲食・喫煙は決まった場所で

ペットボトルの飲み物については、うるさく注意しませんが、缶・紙パック・紙コップ類の飲み物

は待ちこみ禁止です。原則は「館内での飲食は禁止」です。閲覧席でお弁当を広げることのないよ

うに。出入口ゲート近くに飲食スペースを設置してありますので飲食はこちらで、喫煙は構内の決

まった場所でお願いします。

　資料は大切に

多くの利用者が使う資料です。書き込み・切り取りなどの行為は厳禁！です。また、不注意による

汚損にもお気をつけ下さい。

　資料の貸出・返却手続きはカウンターで

資料を借りたい時は学生証と資料を持って貸出カウンターで手続きをお願いします。

参考図書など借りられない資料（○禁 シール付き）もあります。この場合は必要な部分をコピーし
てください。また、手続きを忘れるとゲートで止められ警告音が鳴ります。返却期限に遅れると延

滞料が１日１冊１００円かかります。（すぐ高額になってしまうので要注意！）

　使った資料は返本台へ 

棚に並んでいる資料をいろいろ選んでいると、一度棚から抜いた資料を同じ場所に戻すのは、結構

むずかしいことです。

一度違うところに並んでしまうと、次にはなかなか探し出せません。

一度使った資料は、無理に棚に戻さず、棚の横にある「返本台」に載せてください。

　貴重品にはくれぐれもご注意を

残念ながら、毎年のように何件か館内で「盗難事件」があります。特に席を離れる場合、貴重品に

は十分注意してください。帰る時、忘れ物がないかの確認も大事です。

わからないこと・困ったことがあったら遠慮なく職員まで。

図書館の利用とモラルについて図図書書館館のの利利用用ととモモララルルににつついいてて
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質の高い論文・レポートの執筆に役立つ、図書館を活用した文献探索の方法を学んでみませんか？
あなたに必要な文献を簡単かつ迅速に見つけられるようにするための講習会です。

個人・グループ向け講習会（６０分）　　対象：学部生・院生・教職員

　開催期間：４月１４日（月）～７月１１日（金）（土・日を除く）

　　■先着予約制。申し込みは受講希望日の前日までにお早めに（受講日時は応相談）。

　　■内容は、企業情報、新聞記事、海外の雑誌記事、法判例の検索など可能な限り柔軟に対応。

　　■卒論やレポートの資料探しで困っている方、きめ細かくご相談に応じます。

各講習会の申込場所・方法　　　　※詳細は申込時に図書館レファレンス・カウンターへお尋ねください。

受講を希望するキャンパスの図書館レファレンス・カウンター申込場所

レファレンス・カウンターへ申込書を提出してください。申込方法

各キャンパスの図書館レファレンス・カウンター個　人

問合せ先
名古屋図書館：閲覧・参考係 （内線１３４２：illref@ic.nanzan-u.ac.jp）
瀬戸図書館：教育研究支援係 （内線４５１１：s-lib@nanzan-u.ac.jp）

ゼミ・授業

ゼミ・授業単位の講習会（９０分）

　開催期間：４月１４日（月）～７月１１日（金）（土・日を除く）

　　■先着予約制。今年も初級・中級向けを開催。詳細は図書館Webページでご確認ください。
　　　人数・内容・時間など、ご相談に応じます。

≪名古屋図書館・瀬戸図書館共通≫

２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００８８８８８８８８８８２００８年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度年度

春春春春春春春春春春学学学学学学学学学学期期期期期期期期期期図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会 開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催ののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせ春学期図書館利用講習会　開催のお知らせ
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《編集後記》�
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんのご利用を図書館員一同、心よりお待ちしています。�
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新入生の皆さん、いよいよ大学生活が始まりますね。
図書館新入生歓迎企画展では、今後の大学生活に役立つ図書館の活用方法を紹介しています。
図書館利用の一歩として、ぜひ一度足を運んでください！！

２００８年４月１日（火）～４月１９日（土）開催期間

■ 名古屋図書館内
■ 瀬戸図書館ブラウジングコーナー周辺

開催場所

　名古屋図書館では、新入生の皆さんのために図書館・視聴覚ライブラリーの案内を下記の
日程で行ないます。
　資料の探し方や利用のコツなどをわかりやすく解説します。これからの学生生活にきっと
役立つはずです！！ご参加お待ちしています。

　　所要時間：約２０分
　　所要時間：ガイダンス約３０分
　　　　　　　ライブラリーツアー約３０分

集合場所：名古屋C　L棟２階集合場所：名古屋C　図書館１階

１２：００～１３：００の間で随時実施

①１１：００～　②１２：００～
③１３：００～　④１４：００～ガイダンス

４月３日（木）
①１１：３０～　②１２：３０～
③１３：３０～　④１４：３０～

ライブラリー
ツアー

１１：３０～１２：３０の間で随時実施

①１０：３０～　②１１：３０～
③１２：３０～　④１３：３０～ガイダンス

４月７日（月）
①１１：００～　②１２：００～
③１３：００～　④１４：００～

ライブラリー
ツアー

１１：３０～１２：３０の間で随時実施

①１０：３０～　②１１：３０～
③１２：３０～　④１３：３０～ガイダンス

４月８日（火）
①１１：００～　②１２：００～
③１３：００～　④１４：００～

ライブラリー
ツアー

図書館案内 視聴覚ライブラリー案内


