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　私は、2007年9月から1年半に亘って、本学から
派遣され、ヴァチカン市国の研究所に留学させて頂
いた。留学先は、ヴァチカン教皇庁立ラテラーノ大
学附属アウグスティニアーヌム教父学研究所という
長い名前で、ローマ・カトリック教会の総本山であ
るサン・ピエトロ大聖堂の横、大聖堂から道路1本
隔てた至近距離にある、教父学では世界的に有名な
研究所であった。日本人では二人目、しかも35年ぶ
りに客員研究員として受け入れが許可され、研究所
の教授たちや研究所員からは大歓迎された。
　残念ながら、留学期間中ずっと、歴史的な大修理
のためにヴァチカン図書館に立ち入ることはできな
かったが、しかし、教父学研究所の図書館や、ロー
マ市内のヴァリチェリアーナ古文書館をはじめとす
る数多くの図書館を利用することができた。留学中
は、これらの長い伝統のある図書館・古文書館巡り
をすることが、私の在外研究のほとんどの作業で
あったといっても過言ではない。もうひとつ、留学
中にどうしても果たしたかったのが、ヴァチカン
から派遣された専門の教授が教えるギリシャ語古
文書学（Pleographia Greca）の授業を受講するこ
とであった。研究所所属の若い大学院生たちと一
緒に、ヴァチカン古文書館の専門研究員でもある
Sarvator Lilla 教授のギリシャ語古文書学の授業を
1年に亘って受講できたことは、私にとって何にも
代えがたい知的財産となった。80歳を過ぎたこの老
教授の周りに20−30代の若い大学院生たちが群がる
ようにして、ギリシャ語古文書の解読法を学びとろ
うとしている姿に、Lilla 教授が日本ならとうの昔
に退官しているはずの年齢であったことを思えば、
ヴァチカンの、知的伝統の継承を守り抜こうとする
意気込みのようなものを感じて、身の引き締まる思
いで真剣に授業を受けた。
　1年近く経ってギリシャ語古文書の解読方がわ
かってくるようになってからは、ともかく、自分の

専門領域のギリシャ語とラテン語のオリジナルの古
文書を片っ端から捜し歩き、朝から晩まで古文書館
に入り浸って、700年前とも1300年前のものとも言
われるような羊皮紙の古文書を一枚一枚、パリパリ
と音を立ててめくりながら、イタリアの古文書館の
古色蒼然とした重厚な静謐さの漂う館内でひたすら
研究に没頭した。特に頻繁に通ったのは、ナボーナ
広場やパンテオンにも程近いヴァリチェリアーナ古
文書館だった。この建物自体があのベルニーニの作
だというのだから、私はベルニーニの「作品」の内
部で、その何百年も昔から大切に保存されてきた古
文書の「作品群」と向かい合っていたことになる。
　古文書と向き合っていると、それはパソコン画面
の画像を見ているのとはまったく異なって、1000年
も昔の写本家たちが貴重な羊皮紙の行間・字間のス
ペースさえ無駄にしまいと文字をすべて繋げながら

（だから、それを解読するための古文書学が必要と
なる）、一文字一文字丁寧に、しかも魂をこめなが
ら「引っ掻いて」（scrivere）精神世界を後代のた
めに刻んでいったその霊的「迫力」にまさに「肉薄」
することになる。必然的に、ざっと読み飛ばすなど
もっての外で、一文字一文字、一行一行を心に刻み
ながら読みとらなければならない……という心境に
なる。これがパソコン画面と決定的に違うところで
あろう。
　留学も終盤に近づいたころ、通い慣れた図書館で、
それまで謎だったある語彙の系譜について、思わぬ
発見をすることができた。その発見が、2011年、英
国 Oxford 大学で開催された国際教父学会での発表に
まで繋がった。自分では、大変な発見だったと今で
も思っているが、それは、パソコン画面上で読み飛
ばすのではなく、古文書館でじっくりと何百年も昔
の写本家たちの残した真摯な「作品」と直接真剣に
対峙したからこその成果であったと確信している。

（YAMADA, Nozomu：総合政策学部教授）
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　大学の授業で、英語で書かれた学

術文献を読んでまとめてくるという

宿題が出されます。すると皆さんは

辞書を片手にその文献との格闘が始

まります。日本語の文献を読む時よ

りも数倍の時間をかけてなんとか最

後まで読む。しかし、授業に行って

みると、いくつかの重要な単語を間

違って訳していたことが判明し、そ

れが原因で全体の理解も間違ってい

たことが分かる。英語の文献を使う

授業では、こんな光景が繰り返され

ます。

　私も学生の頃は、アメリカ政治を

学ぶゼミの中で、大量の英語文献が

課題として出されました。その当

時は、ひどい時には英語の文献を1

ページ読むのに1時間かかっていた

ことを覚えています。テキストが単

語の訳や要約などの書き込みで真っ

黒になったあげく、授業に出てみる

と、今度は自分の理解が全く要を得

山岸 敬和

英語文献が宿題に出て
つらい思いをしている方への一冊

ていなかったことが分かってしばしば悔しい思いをしました。

　英語の学術文献を読む時に、このような過程を経るのは、ある意味「修行の一部」だとも言えます。

　英語の文献を読むためには、ある程度の時間を費やし、そして失敗をすることが必要だといえるで

しょう。ただ、私は学生の頃から、もう少し効率的に英語の文献を読めるようにならないだろうか、

英語のレベルがそれほど高くない学生向けのテキストはないのだろうか、と考えていました。そして、

教員の立場となった後に私の学生が昔の私と同じような状況に立たされているのを見て『American 

Politics from American and Japanese Perspectives ―英語と日米比較で学ぶアメリカ政治―』を執筆

しようと思いました。

　英語の文献を読む際に陥りやすい状況は、1）語彙力が足りずに文章を理解できない、2）内容が

細かすぎて要点をつかめない、3）実体験がほとんどないアメリカ政治について学ぶため表面的な理

山岸敬和 , Michael Callaghan Pisapia 著
「American politics from American and Japanese perspectives :

 英語と日米比較で学ぶアメリカ政治」
大学教育出版、2013年

請求番号：EE1/-032753～55
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（YAMAGISHI, Takakazu：外国語学部准教授）

解で終わってしまうということです。本書は、このような問題を次の三つの点で解決しようとするも

のです。

　第一に、アメリカ政治を理解するための重要な語彙リストと日本語訳を本の最初に付けました。学

生はこの単語をまず記憶することによって、テキストを読む時に間違って訳すことを防ぐことができ

ます。

　第二に、各章のまとめを日本語、英語両方で行ないました。章の要約を最初に十分に理解すること

で、全体の流れを掴みながら章を読む事ができます。第三に、日本との比較の視座を入れる。日本の

政治についての理解することなしには、アメリカの政治の本質を理解することはできません。

　最後に、英語で学ぶことの重要性をお話したいと思います。楽天やユニクロなどが英語を社内公用

語化とすることを発表したことは大きな話題になりました。日本企業はますます競争が激しくなって

いくグローバル経済の中で戦っていくために、日本人だけでなく世界中から優秀な人材を登用しよう

としています。ただ会社で日本語を話すことを求めていては世界から集めることができる人材は限ら

れてしまいます。そこで日本人にも英語を話すことを求めようとするのです。

　しかし、英語を「ペラペラ話す」だけではダメなのです。英語で複雑な経済、政治、社会、文化、

科学技術などについて読み、分析し、議論し、そして自分なりの考えを発信しなければなりません。

そして最後の「自分なりの考えを発信する」というのが重要となります。それは他の人、社会、国の

考えや文化を理解し相対化しながら、自分の考えを作り上げる作業です。グローバル化された世界で

活躍しようとすれば、自分のオリジナルな考えを世界に向けて発信していけるかどうかが重要となっ

てくるのです。

　このようなこれからの時代に必要とされる能力を高めようとする皆さんのお手伝いをしたいという

のも本書を書きたいと考えた理由の一つです。
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Springer eBook のご紹介
Springer eBook（シュプリンガー・イーブック）とは？

　Springer 社が提供する eBook( 電子書籍 ) のことです。

　利用できる範囲は、2005 年～ 2013 年出版の数学・統計学分野、情報科学分野、2005 年出版された

ものの全分野です。※ドイツ語のものは利用できません。ご注意ください。

　蔵書検索 (OPAC) からの利用と Web ページからの利用の二通りの方法（AとB）があります。

　例として、P.V. Ananda Mohan 著　「VLSI Analog Filters」という資料を検索してみましょう。

　まず始めに、南山大学図書館トップページの

　　　　　　　　　  、または　　　　　　　　　　　　　　　 をクリックしてください。

①蔵書検索（OPAC）のクイックサーチに、VLSI Analog Filters と入力→　　　 ボタンをクリック。

②検索結果一覧の該当資料の資料名をクリック。

③図書情報詳細画面の　　　　　　　　　　　　をクリック。

蔵書検索（OPAC）

検索

電子図書館へのリンク

電子ジャーナル・データベース

A 蔵書検索（OPAC）からの利用方法
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④該当の電子ブックが表示されます。
　　　　　　　　  を
クリックすると、
全文が見られます。
Chapter ごとに
ダウンロードする時は
　　　　　　　  を
クリックしてください。

①「電子リソースの利用について」の画面の一番下　　　　　　　　または　　　　　　　をクリック。

③　　　　　 をクリック。　※学外から利用する場合は、右端の　　　　　をクリックしてください。

④ Springer eBookの検索窓に書名、著者名などを入力し、検索してください。

② Springer eBook （Mathematics ＆ Statistics）、または Springer eBook （Computer Science）
　をクリック。どちらからログインしても、Springer eBook に接続します。

　Springer eBook は今後も毎年増えていく予定です。同時アクセスが無制限で、USB メモリへのデー
タ保存、印刷、学外からの利用も可能な便利なツールです。学習、研究にぜひご活用ください。

自分が今いるキャンパスを選んでください。

名古屋図書館

ログイン 学外接続

瀬戸図書館

（SUZUKI, Seiko：電子情報係 鈴木 聖子）

B 電子ジャーナル・データベースからの利用方法
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図書館には、皆さんにあまり知られていない○○○が存在するのを、ご存知ですか？
今回は図書館の○○○からの声をお届します。

私たち、図書館の夜間学生スタッフです。
皆さんは返本台に置いた本が朝には書棚にきちんと並んでいることや、検索用のパソコン
にホコリがたまっていないことを不思議に思ったことはありませんか？私たちは、夜間
学生スタッフとして、返本台に置かれている本や返却された本を書棚へ戻す作業や、
パソコンの掃除、本の移動など、様々な業務を担当しています。

夕方５時
仕事開始です。まずは、コピー機に用紙を補充します。

夜７時
本を書棚に戻す返本作業をしています。
終わったら、閲覧室のイスを整理整頓。

■大学に入ると、今まで聞いたこともないような専門用語を目にする機会も多いと思います。例えば、「南
山茶」という言葉を聞いたことがありますか？もちろん南山大学が売り出しているお茶、というわけでは
ありません。（そもそも南山大学はお茶を売り出していません。）実はこの「南山茶」はある植物なのです。

（なんの植物かは自分で調べてください！）このようにわからない単語が出て来た時に役に立つのが図書館
１階、視聴覚コーナーの隣の参考図書コーナーです。ここには一般的な国語辞典や漢字辞典だけでなく、
地名の読み方に関する辞典や『世界の食用植物文化図鑑』、『ファンタジー百科事典』なんてものもありま
す。きっと調べたい言葉が見つかるでしょう。
もしいくら調べても参考図書コーナーで見つからない、そんな時は図書館１階のレファレンス・カウンター
に行ってみてください。レファレンス・カウンターでは直接答えを聞くことは出来ませんが、どのように
調べればいいのか、どのような資料を使えばいいのかなど相談に乗ってくれます。図書館で困ったこと、
わからないこと、何でも解決しましょう！ （人文学部卒　三浦 早貴）

■私の図書館のおすすめスポットは閉架エリア（書庫）です。閉架とは地下1階の一部分と地下２階のこ
とを指しています。どちらも学生証を提示しなければ入ることのできない場所で、特別な調べものがない
限り足を運ぶ機会はないかもしれません。裏を返せば、そんな場所だからこそ人が少なく静かなので、集
中して調べものや勉強に打ち込むことができます。地下1階には短大コーナー、マイクロ室があります。
短大コーナーには読みやすそうな本や教材 DVD を中心に様々な形態の資料が置いてあります。ディズ
ニーやジブリ、洋画の DVD も多いので、息抜きに見に行くのも良いと思います。
地下2階は他の階に比べて専門的な本が多く、今まで見たことのない本がたくさん置いてあると思いま
す。地下2階は地下1階の閉架に比べて更に静かで落ち着いた場所です。静かな環境が好きな人、本に囲
まれるのが好きな人にはとてもおすすめできます。皆さんも図書館をたくさん利用して、お気に入りの場
所や好きな本を見つけてみてください。 （人文学部卒　杉野 康子）

■〝「あっ」の後は図書館！〟
南山生は遊び、バイト、恋、サークル（部活）…することがたくさん！そんな中で勉強時間も確保しよう
としているはず。私も「あっ、＊＊しなきゃ！」と気づいたことがあると、よく図書館を利用してきまし
た。そう、図書館には私の目的を叶えてくれるものが揃っていたから。

私たち、図書館の○○○です。私たち、図書館の○○○です。

フ の 声ス ッタ
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①「あっ、そろそろ就活しなきゃ！」そんな時、図書館に来れば企業情報満載の就職会社四季報がある。
筆記対策本もある。中日、日経、スポーツ、英字等様々な新聞がある。ビジネス雑誌だって揃っている。

②「あっ、資格勉強しなきゃ！」そんな時、図書館に来れば外国語、行政・司法書士、簿記等主要な資格
の対策本が揃っている。

③「あっ、２限空きになっちゃった！」そんな時、図書館に来れば視聴覚コーナーがある。ジブリ、邦画、
海外ドラマ等が無料で観られる。一人でも、ペアでも観られる。

④「あっ、そろそろテスト（発表）だ！」そんな時、図書館に来れば、集中した勉強時間を確保できる。
午前９時から午後10時15分まで開いているから、勉強したい時に利用しやすい。３階には皆で議論や
学ぶことのできる場、プレゼンの練習をする場所だってある。

⑤「あっ、レポート（卒論）書かなきゃ！」そんな時、図書館に来れば各学部に適した本が揃っている。
卒論貸出は1カ月借りられるし長期休暇貸出もやっている。

　私の大学生活4年間は、南山大学図書館があったことで、時間を有効に使うことができたと思っていま
す。「もっと早くから利用すればよかった！」とも感じています。皆さんも「あっ、＊＊しなきゃ！」
という気持ちになった時は、ぜひ図書館へ。 （経営学部卒　倉知 恭秀）

■私は、南山大学図書館をゼミの発表資料収集・授業の合間の空き時間つぶし・自習の場などに利用して
いました。図書館には学部関連の書籍のほか、判例集・最高裁判例解説集など、ゼミ発表に欠かせない資
料が所蔵されており、これらにはお世話になりました。また、各種資料の検索サービス（私は D1-Law.
com をよく利用しました）が図書館 Web ページから使えるので、必要な資料探しにとても便利でした。
1階の新聞コーナーには、様々な新聞があるので、空き時間や、就職活動中の時事ネタ確認の際に読んで
いました ( 図書館なら無料で読めるし )。
また、試験前には図書館で勉強していました。資料もありますし、なにより授業日の平日は22：15まで
開いていますので、遅くまで勉強できました。家で集中できない私にとってはありがたいことでした。
図書館の蔵書は、硬い内容の本ばかりと思っておられるかもしれませんが、中にはそれに該当しない本も
あります。例えば日本の漫画の英訳版、幼児向けの絵本、資格試験の対策本などです。ちなみに私が見つ
けて驚いた本は、旧日本海軍艦艇の設計図集でした（笑）。
図書館にはいろいろな楽しみ方がありますから、自分なりの楽しみ方を探してみてください。
 （法学部卒　六川 龍之助）

■授業の合間の空き時間。やることないな～、どうしよう？そんな時は、図書館入り口すぐの「ブラウジ
ング・コーナー」でゆっくり本を味わってみませんか？このコーナーには、ファッション誌をはじめとし
て、気軽に読める様々な本が置いてあります。まずは小説。宮部みゆき、恩田陸など、幅広い作家の新作
が揃っているので、気になる作家さんの作品を試すチャンスです。
大学生活、充実したものにしたい！そんなあなたには、自己啓発本はいかがですか。『ハーバード白熱教室』

（マイケル・サンデル）や『いつも忙しい時間貧乏をやめる　7つの方法』（内藤忍）など、「できる大人」
になるためのヒントがつまった本で思考回路を鍛えましょう。
新しい授業に慣れてきたら、休日の旅行の計画を立てるのもいいですね。このコーナーには、国内外旅行
向けのガイドブックもたくさんありますよ。名古屋の素敵なカフェめぐりから、京都、沖縄、あぁ、ヨー
ロッパもいいなぁ！ページをめくりながら、ワクワクときめいてください。
他にも就職関連本、社会派エッセイ、エンタメ系、雑誌、人気のコミックエッセイなどが並んでいるの
で、あなたもぜひ一度「ブラウジング・コーナー」でとっておきのくつろぎタイムを過ごしてみてくださ
いね。 （人文学部4年　松浦 奈美）

夜８時
業務終了。　お疲れ様でした。
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（閲覧・参考係）

私たち、図書館の院生TAです。
皆さんはこんなことありませんか？

「レポートを書きたいけど思うように資料が見つからない…。」
「そもそも資料の探し方が分からない。」
私たちは図書館でデータベースや資料の探し方に関する研修を受けた後、図書館利用
講習会の講師やレファレンス・カウンターを担当しています。
普段は研究活動に励んでいますので、専門分野を生かして皆さんをサポートしています。

朝10時
今日は１限目から講習会の講師です。事前に先生と打合せして準備したレジュメを配り、
講習会スタート。

昼１時半
今日は3限目の授業がありません。
図書館2階の事務室で、屋外の掲示板に展示するパネルを作成します。
職員の皆さんと相談しながら、テーマを決めて構想を練ります。

昼２時
レファレンス・カウンターでみなさんの質問
をお待ちしてます。

■書庫は資料の宝庫！
皆さんは南山大学図書館に「書庫」という場所があるのをご存知ですか？「書庫って何だろう？」と思う
人のほうが多いと思います。書庫には図書だけではなく、過去の雑誌論文をまとめた製本雑誌、新聞、統
計資料や法判例など、貴重な資料がたくさん所蔵されています。特に南山大学図書館の書庫は資料の種類
も豊富なので、レポート・論文執筆の際の文献探しにはとても便利です。
私自身も学部3年生の時に初めて書庫の存在を知りました。書庫は少し薄暗く感じるので、初めは書庫に
入るのをためらいました。でも、書庫内に入ってみると、とても広くて資料も探しやすいので驚きました。
貴重な資料もたくさんあり、私は「もっと早く書庫を利用すればよかった」と思いました。大学院生になっ
た今では、頻繁に書庫を利用しています。
書庫は南山大学図書館の地下１階と地下２階にあって、地下１階のカウンターで学生証を提示すると中に
入ることができます。時間があるときに、ぜひ一度足を運んでみてください。
よい文献に出会うことがよいレポート・論文執筆のカギです。皆さんも南山大学図書館を上手に利用して、
充実したキャンパスライフを送ってくださいね！ （人間文化研究科2年　加藤 静華）

声T のA

私たち、図書館研修生です。
皆さんは司書課程の授業を受講したことがありますか？
司書課程を受講すると、図書館研修生として、図書館の業務を経験することができます。
図書館では、春と秋の年2回、図書館研修生を募集しています。
①図書の整理　②企画展・広報活動　③学生用資料の選定　④返本作業　⑤レファレン
ス・カウンター業務　などの中から、興味のある業務を選んで申し込んでみましょう。

2013年度は、総勢9名の夜間学生スタッフ、5名の院生 TAが図書館の業務
を担当しました。そして10名の図書館研修生が、様々な業務を経験しました。
2014年度もスタッフ全員、力を合わせて、皆さんの図書館生活をサポート
します！
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森岡 柚香子

（MORIOKA, Yukako：図書館研修生）

　私は秋学期はじめから冬期休暇まで、研修生として図書館のお仕事をやらせていただきま
した。私が経験したのは「返本作業」と、「図書館企画展・広報活動」の二つです。二つの
活動を通して私が図書館について新しく知ったことが二点あります。
①『B2F 書庫』

　返却された本を元の棚に戻す「返本作業」は週に一回、開館9時から9時半までの30分
間やりました。普段はあまり立ち寄らない B1F や B2F の書庫などに入る貴重な機会で
した。学生証を提示しなければ入れない B1F 書庫と B2F 書庫は、返本作業をはじめる
まで行ったことがなかったので、私は毎回、ここの書庫に置かれている本の量と多様さに
驚いていました。B2Fには1F、2Fよりも専門的な本が置かれています。一度中身をぱらっ
と読んでみると1F、2F のものより文字が小さく、内容も難しそうでした。英語や中国語、
さまざまな言語の原書も並べられています。スポーツや演劇などの詳しい本も多くありま
した。これらの本を利用しないなんてもったいない！と、私は思いました。大学では、レ
ポートを書いたり、プレゼンの発表をしたりする機会が数多くあります。私は情報収集の
際、まずネットで検索して、それから図書館に寄って開架の本を少し読んでいました。で
すが、書庫に足を伸ばしていればもっと詳しく、より正確な情報が集められたかもしれま
せん。せっかく情報源があるからには利用しなきゃもったいない！学期末のレポートや卒
論を書く際は書庫を利用したい、また、より多くの人に書庫を活用してほしいと思います。

②『図書館と著作権』
　「図書館企画展・広報活動」では図書館入
り口横の大きな掲示板に貼る掲示物を二回作
らせていただきました。過去の掲示物は素敵
なものばかりで、自分のセンスの無さに泣け
ましたが、中学生の時以来久しぶりの工作は
楽しかったです。一回目は図書館企画展の音
楽家・髙田三郎氏、二回目はソチ五輪の掲示
物を作りました。この二回に共通して問題に
なったのが「著作権」です。一回目は髙田氏
の写真、二回目はソチ五輪のマスコットキャラクター、二つとも著作権を持っている人や
団体に無断で使ってはいけないと教わりました。私がソチ五輪のキャラクターを使いたい
と言ったときは、広報委員の方がオリンピックの団体に直接確認されました。司書の講義
では聞いていましたが、図書館は率先して著作権を守らなければいけないと、身をもって
体験しました。

　私にとって、図書館に少しでも多く関わること、自分の知らない図書館を知ることができ
た4か月でした。
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Browsing…それには「拾い読みする」「ざっと見る」「ぱらぱらめくる」等の意味があります。ここでは
ブラウジングコーナーの本と雑誌をほんのちょこっとご紹介します。

ブラウジングコーナーへ
行こうよ

『海賊とよばれた男』　　百田 尚樹 著／講談社

『色彩を持たない
  多崎つくると、
  彼の巡礼の年』

村上 春樹 著／文藝春秋

【名古屋図書館】

【瀬戸図書館】

【瀬戸図書館】

『オレたちバブル入行組』
『オレたち花のバブル組』　池井戸 潤 著／

『ロスジェネの逆襲』　　　文春文庫

◆話題になっている本、ベストセラー、文学賞受賞作品など 
　［請求番号：BROW で始まる］（2週間貸出可）

「全国書店員が選んだいちばん！売りたい本
2013年本屋大賞」を受賞しました。
出光興産を創業した出光佐三をモデルにし、
主人公が経営する商店が大企業にまで成長す
る過程が描かれています。

2013年のベストセラー。
名古屋が主な舞台となって
います。

TBS 系テレビドラマ「半沢直樹」の
原作本です。テレビシリーズの続きが
気になる人は『ロスジェネの逆襲』を
読んでみて。

名古屋にいても瀬戸図書
館の本を、瀬戸にいて
も名古屋図書館の本を
OPAC（蔵書検索）で
取り寄せることができま
す。

『ホテルローヤル』
桜木 紫乃 著／集英社

【名古屋図書館】

あるラブホテルの始
まりからやがて廃墟
になるまで、ここを
通り過ぎていった

人々について語られます。2013年
直木賞を受賞しました。

「貸出中」となっていても OPAC
（蔵書検索）で予約を入れること
ができます。
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（ISHIDA, Kumiko：図書選定委員 石田 久美子）

『氷と炎の歌』
ジョージ・R・R・マーティン 著／ハヤカワ文庫

【名古屋図書館】

【名古屋図書館】

『できる大人のモノの言い方大全』　話題の達人倶楽部 編／青春出版社

海外テレビドラマ『ゲーム・
オブ・スローンズ』の原作
本です。シリーズの内4巻が
ローカス賞ファンタジー長編
部門を受賞しています。

人にものを頼みたい時、断りたい時、謝りたい時などに、ぜひと
も知っておきたい言い方を大量に紹介しています。感謝の仕方や
褒め方のツボなども。

◆ガイドブック［請求番号：BROWG で始まる］

◆一般雑誌［請求番号：BROWZ で始まる］

留学案内、資格、就職、旅行、地図、学生生活など、
学術書以外で学生生活に密接な関わりをもつ本

趣味、実用など一般雑誌

ここにご紹介した本と雑誌はほんの一例です。
卒論を書く、レポートを書く、試験勉強をする以外にも図書館に行って、このコーナーをちょっとのぞい
てみてくださいな。

ガイドブックコーナーの本は貸出できる
ものとできないものがあります。

←このシールがついている
　ものが貸出不可

NHK きょうの料理
新潮45
Blue Earth
ソトコト
Mostly Classic
ほか

瀬　戸
図書館

Yom yom
オレンジページ
Tarzan
BRUTUS
Non-no
Ku:nel 　ほか

ダ・ヴィンチ 旅の手帖
Mono  JJ
Men's Non-no Tokai Walker
Number  留学ジャーナル
日経エンタテインメント！
KELLY  Rockin'on Japan
　　　　　　　　 ほか

名古屋
図書館

雑誌は広くみなさんに見てもらうため貸出も取寄
せもできません。Browsing の意味のとおりその
場でパラパラめくって読んでください。
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名古屋図書館では、新入生のためのライブラリーツアーを以下の
日程で行います。
図書館の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
すので、ぜひご参加ください！

名古屋図書館

4月2日（水）
13：00 ～ 15：00

（自由参加・随時受付・所要時間約20分）
4月4日（金）

■2014年4月1日（火）～ 13日（日）　
　名古屋図書館1F（ブラウジングコーナー）　

■2014年4月1日（火）～ 13日（日）
　瀬戸図書館（ブラウジングコーナー横）　　

名古屋図書館では資料展示を同時開催！！

『本で旅する ～愛知・岐阜・三重～』


