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ハングルを学ぶ、ハングルで学ぶ
辻 弘範

文＝
（つじ

私が本学で担当している韓国・朝鮮語や、その文
字であるハングルは、今では日本でもかなり身近に

ひろのり／経済学部講師）

国・朝鮮語を学び続ける学生は、しばしば見かける
のです。

なりましたが、私が中学・高校に通っていた1980

私と学生たちとの間にはすでに20年近い世代格

年代には、お目にかかれる機会がほとんどありませ

差がありますが、それ以上に、80年代と現在との

んでした。1984年にNHKで始まった「アンニョン

間には、韓国・朝鮮語の「流通量」に大きな格差が

ハシムニカ？ハングル講座」が、おそらく唯一だっ

存在します。私の場合、ラジオが唯一の情報源でし

たと思います。当時中学1年生だった私は、その第

たので、歌謡曲やスポーツ中継はもちろんのこと、

1回の放送を偶然見ていて、丸や棒を組み合わせて

ニュースや天気予報、各地の話題からプロパガンダ

特定の音を表わすという、ハングルの特徴に魅せら

放送にいたるまで、さまざまな内容に触れていまし

れてしまいました。私は当時、玄界灘に面した田舎

た。もちろん、当時の私も韓国の歌謡曲が好きで、

町で暮らしていましたので、その長所を活かして、

よく聴いていましたが、知らず知らずのうちに、朝

玄界灘の向こう側から流れてくる韓国・朝鮮語のラ

鮮半島の生活や文化、政治の動向などについても学

ジオ放送を聞くことを日課としていましたが、やが

んでいました。今では韓国・朝鮮語が身近な存在に

て図書館で韓国・朝鮮語のテキストを借りて独学で

なってはいますが、むしろそれゆえに、自分が好き

勉強するようになり、その後、語学を専門に学べる

なものだけに触れていられる環境ができ上がってい

大学に進むことを志すようになりました。

るような気がします。私は、本学で韓国・朝鮮語を

2000年代に入り、韓国のドラマや映画、「イケ

学ぶ学生たちに対して、それを「趣味のネタ」とし

メン」歌手たちが日本で紹介されるようになると、

てではなく、所属学部の専門に関する知識や教養を

本学でも韓国・朝鮮語科目が開講され、今では、多

身につけ、自らを高めるためのスキルとしてもらい

くの学生たちが学んでいます。さらに一部の学生

たいと願っています。

は、毎年夏に実施される韓国・大田大学校での短期
研修に参加して、現地で朝鮮半島の歴史や文化に触
れています。ですが、研修に参加している勉強熱心
な学生ですら、朝鮮半島の歴史や文化についてあま
り知らないことに、私はいつも驚かされます。もち
ろん、私も授業の中で、学生たちが朝鮮半島の歴史
や文化も学べるよう工夫していますが、それらに関
心を持ってくれる学生はあまり多くありません。そ
の一方で、特定の芸能人や歌手への関心だけから韓

2●［図書館だより］

E. T.ベル

私が薦める 『数学をつくった人びと Ⅰ』
（田中 勇、銀林 浩 訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫
この1冊

NF283 早川書房、2003年）

栃内香次

文＝

（とちない

こうじ／経営学部教授）

古代から今日まで、大数学者と言われる人は数多い

ち古代から近世に至る先人達から、18世紀末から19

が、結構波乱万丈の生涯を送った人が多く、その生涯

世紀初頭にかけて革命と動乱の時代のヨーロッパを生

の物語を読むと、彼らの作り上げた数学とともに大抵そ

き抜いた数学者たちまでが取り上げられ、彼らが成し遂

の種の逸話が紹介されており、読み物としても面白い。

げた巨大な仕事の数々が、数学の専門家ではない我々

本書は古代ギリシャの時代から20世紀はじめ頃ま
での偉大な数学者たちを取り上げ、その業績を（もち

にも理解できるように分かりやすく紹介されている。
いずれを取り上げても面白く、読み応えがあるが、

ろん逸話もさりげなく）紹介したもので、1937年の

その中でも革命の時代のフランスでおのれの才能に命

刊行以来高い評価を得ている書である。原著自体相

を賭けてギロチンの刃をかいくぐり、王政、革命政

当長く、ここに紹介する早川文庫版は3巻からなる。

府、ナポレオン、王政復古と変転極まりないそのとき

ここでは「この1冊」という条件に合わせて第1巻だ

どきの政府と関係を保ちながら、理工系の多くの専門

けをあげたが、できれば3巻で1冊と拡大解釈して全

分野で今も欠かせない数学を作り上げたラグランジ

冊を読んでいただければと思う。

ュ、ラプラース、フーリエ等を扱った終わりの3章が

さて、第1巻ではギリシャ時代に始まり、ニュートン
を頂点とする17世紀を経て19世紀初頭まで、すなわ

ことに面白く、天才達の生き様がヴィヴィッドに描か
れている。

ユリウス・カエサル

私が薦める
この1冊

『ガリア戦記』
（中倉玄喜訳、PHP研究所、2008年 他に、近山金次訳、岩波文庫、1942年
國原吉之助訳、講談社学術文庫、1994年 石垣憲一訳、平凡社ライブラリー、2009年）

深谷健一

文＝

（ふかや

けんいち／工学部教授）

冒頭の有名な書き出し「ガリアは全体が三つの地域

にはライン川に10日間で橋を架けて渡り、対岸のゲル

に分かれている（Gallia est omnis divisa in partes

マン民族にローマの技術力を誇示する。7年目の決戦で

tres）
」から始まるガリア戦記はガリア（現在のフラン

はウェルキングトリクスを指導者とするガリア戦士が立

ス、ベルギー、オランダの南部地方、ドイツのライン川

て籠もるアレシアの町を二重の保塁で囲み、30万人を

以南地方、スイスの大部分を含んだ地域）での7年にわ

超える全ガリアの部族に内と外を挟まれる状況下、わ

たる戦いをローマ軍の総司令官カエサル自身が2000年

ずか6個軍団（数万人）で完璧な勝利を手にする。カエ

以上前に書いたものである。簡潔、明晰で洗練された

サルは作戦を立てる参謀・司令官、先頭に立って突撃

三人称の文体を用いて、冷静に戦いの詳細を書いてい

する兵士、また土木工事を設計・施工する技師・監督

るだけではなく、ガリアの風土と習慣も記述している。

であり、時には政治家ともなる。はるかなる時間と空間

ブリタニア（現在の英国南部）への2度にわたる遠征は

を超えたノンフィクションであり、興味が尽きない。岩

初めてかの地の情報をローマにもたらした。ウィンスト

波文庫本（近山金次訳）は今年で68刷りとなり、隠れ

ン・チャーチルは「大英帝国の歴史はカエサルのブリタ

たベストセラーである。中倉訳は最初にこの戦記を読ん

ニア上陸によって始まった」といささか誇らしげに書い

だ古代ローマ人と同じ立場で読む場合に必要な情報を

ている（塩野七生：ローマ人の物語Ⅳ301頁）
。4年目

解説していてお薦めである。
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レファレンスサービスとは、学習・研究・調査をする際に必要となる資料探しのお手伝いをするサービスのこ
と。具体的には、OPACの使い方や資料の探し方など、図書館の利用方法全般を説明したり、参考図書やオン
ラインデータベースを使って、探している文献に関係する情報を調査、あるいは他の図書館・機関などとの相
互協力サービスを利用して、本館に所蔵していない資料を提供したりと様々なサポートを行います。

こんなときに便利！！
★必要な文献の探し方がわからない。
（例）ある資料の参考文献欄に、小林敬孝「原価管理とVE」
『會計』第137巻、第3号、62〜64ページ
と表示されているが、どうしたら手に入れられるのか？

★欲しい資料がOPAC（蔵書検索）で見つけられない。
（例）OPACで検索しても、ヒット数が0件だったが、手に入れられないか？

★他の図書館（機関）が所蔵している資料が見たい。
（例）データベースの「Webcat Plus」で検索したら、本館には無いが、他の図書館には所蔵があった。
手に入れるにはどうしたらよいか？

オス
スメ 文献検索ツール（全て図書館ホームページより接続）
図書・雑誌の検索
・Webcat Plus
全国の大学図書館等が所蔵している図書・雑誌を検索できる。
（収録件数1億件突破）

・国立国会図書館（NDL-OPAC）
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌を検索できる。

雑誌論文・記事の検索
・Cinii
全国の大学図書館等が所蔵する雑誌や大学紀要などの記事・論文を検索できる。

・MAGAZINEPLUS
一般誌から専門誌・大学紀要、海外誌紙まで幅広く検索できる。
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具体的にはどんなサービス！？

文 献 複 写

他の図書館・機関等から必要箇所のコピーを取り
寄せることができる（コピー代、送料等は申込者
負担）
。

相 互 貸 借

他の図書館・機関等が所蔵する図書を借り受ける
ことができる（往復分の送料等は申込者負担）
。

紹介状発行

本学の図書館が発行する紹介状（他館利用願）を
持参することにより、他の図書館を利用できる。
なお、大学図書館相互利用サービス参加館を利用
する際には紹介状は不要（学生証、もしくは教職
員身分証を持参）
。

その他、図書館・資料の探し方でわからないことがあれば、図書館2階のレファレンスカウンターへ！

レファレンス申込書
カウンター、またはレファレンス係に
置いてあります。太字の部分を記入。

図書の場合はこちらに記入

雑誌の場合はこちら

コピー取り寄せならここも記入

［図書館だより］● 5

グゥ

〜

日経BP記事検索サービス

今年3回目のデータベース紹介となりますが、みなさん、一度は図書館のHPからデータベースを見ていただ
けたでしょうか。
今回はさまざまな分野で活用できる日経BP記事検索サービスをご紹介します。
このデータベースは日経BP社が発行している、
「日経ビジネス」
、
「日経コンピュータ」などの雑誌記事の検
索はもちろん、「業界動向ウォッチ」で、最新のビジネス情報を知ることができ、就職活動の企業分析に役立
ちます。
その他にも、パソコンの操作方法や技術向上できる「パソコンスキルアップ講座」があり、日常のエクセル
作業やワード作業などに困ったときなどにも非常に便利ですし、こちらを使えば実社会でのPCスキルを習得
できます。

トップページ
ここにキーワードを入力して検索

図書館では、オンラインデータベースの使い方を説明するガイダンスや、専門講師による講習会を行っております。
詳しくは図書館ホームページ、館内掲示物等をご覧ください。
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第51回 図書展示会

北海道関係資料展
北海道関係資料とは
2度の移転を経て、1987年4月に建設された現図書館（本館）の開館記念事業として、87
年から91年までの5年間に収集された北海道に関係する6000冊以上の図書と350点以上の
雑誌コレクションの名称です。
閉架書庫の地下1階に配架され、一般図書と同様に利用することができます。

展示期間：2009年10月1日〜2010年3月31日
展示場所：図書館1階自由閲覧室
展示資料一覧
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

書

名

HTBまめほん：サッポロビール、夕張メロン、
羊が丘、函館山、つきさっぷ
日露樺太外交戦
漫畫明治大正史（現代漫画大観）
北海道絵本
北海道農業開拓秘録（八紘叢書）
明治の札幌（復刻）：札幌繁昌記、札幌案内、最近の札幌
室蘭市の統計：第1号
釧根地方要覧：昭和46年版
榎本武揚・後藤象次郎書簡
黒田清隆書簡
間宮倫宗（少年讀本）
教科摘要學生の日本地理
北海道温泉地案内
東西蝦夷山川地理取調圖
北海道の車窓展望：天皇陛下皇后陛下行幸記念
北海道鳥瞰圖
内から見た謎のソ聯
わたしたちの札幌（社会科副読本：3年用）
蝦夷島奇觀：東京国立博物館蔵
Ainu life and legends（Tourist library）
雪の世界
熊
王子製紙解体余聞
北洋鮭鱒
今井：沿革と事業の全貌
小樽・街と家並み：小林金三画集
吉祥天女
火の鳥：ロシヤの昔話（世界昔ばなし文庫）

著者名

出版社

出版年

19761989
1941
興文社
太田三郎
1928
中央美術社
代田收一
更科源蔵文；川上澄生画刻 日本交通公社札幌支社 1949
1940
八紘學院
若林功
1975
みやま書房
−
1967
室蘭市企画部
室蘭市企画部企画調査課
1970
東北海道社
東北海道社
−
−
榎本武揚、後藤象次郎
1898
−
黒田清隆
1900
博文館
笹川臨風著；山中古洞画
1918
三省堂
龜井忠一
1937
北海道景勝地協會
齋藤勝
1983
IK企画
松浦竹四郎
−
日本国有鉄道
青函鉄道管理局ほか
1936
北海道廳
吉田初三郎
1938
新潮社
樋口美代
札幌市小学校社会科研究部ほか 北海教育評論社
1957
秦檍麿筆
1982
雄峰社
Board of Tourist Industryほか 1941
Kyoｰ suke Kindaiti
子供の國
加納一郎
1947
日本交通公社出版部
寒川光太郎
1949
王子製紙社史編纂所
薬袋進
1958
水産週報社
岡本信男
1954
日刊土木建築資料新聞社 1940
田中一
小林静江
小林金三
1984
金星堂
伊藤整
1940
彰考書院
石田英一郎
1947
穴釜升夫ほか

北海道テレビ放送
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ア ル バ イト ー ク

愛読書
秋といえば、食欲の秋…ではなく、読書の秋ですが、

舟田尚子

文＝

（ふなだ

たかこ／文学研究科）

なものが載っています。実は私はこの解説を読んだこと

読書をする時に必要なものはなんでしょう。私にとって

は一度もないのですが、室生犀星の詩は十分に楽しめて

小説や論文を読むときに必要なのは、静かな場所、十分

いる気がします。彼の詩を読むときに必要になるのは、

な睡眠をとったあとの脳みそ、それから論理を読み解く

先ほどあげた環境や理解力ではなく、想像力なのです。

ための集中力です。この3つがなければ、何度繰り返し

ページに目を走らせれば、言葉のひとつひとつが自然と

読んだところで内容はまるで頭に入らず、結局多くの時

心に入り込んできて、記憶の中にある感覚を呼び起こし

間を無駄にしてしまうだけなのです。そうはいっても、

ます。そのときには何一つ考える必要などなく、それで

この読書の環境を整えるのはなかなか難しいことです。

もたった2、3の言葉が私を感動させるのです。それほ

それゆえ、正直に言うと私は読書が得意ではありません。

どこの詩集には突き抜ける魅力があるのでしょう。

しかし、そんな私にもいつでも読める愛読書というもの
があります。

読書の秋に浸りたくても浸りきれない気分のときには、
ぜひともこの『室生犀星詩集』をおすすめしたいと思い

『室生犀星詩集』がその一冊です。タイトルの通り、
この本には短い詩が幾編も、そして巻末には解説のよう

ます。この一冊があれば読書にもどっぷり、おまけに浪
漫な気分にも浸れます。お試しあれ。

お正月映画─《非誠勿擾》

路 漫漫

文＝
（ろ

まんまん／経営学研究科）

中国では、お正月映画はお正月の欠かせない楽しみの

ロケ地として「北京」
「杭州」
「海南島」も舞台になっ

一つである。去年のお正月、中国で上映されたお正月映

たが、やはり大評判を得てブームを呼んだ北海道の釧

画―「非誠勿擾」は封切られ、興行収入が3億4000万元

路、阿寒湖、網走、知床・斜里などの雄大な景色が中

（約46億円）を突破、中国映画としては最高を記録した。

国人を魅了した。田舎の温泉街の居酒屋風景や、斜里

この映画は北海道を舞台にした中国のラブコメディー

町にある小さな白いキリスト教会での懺悔の場面などは

映画である。発明で成り金となった中年男（主人公）は

コメディーぽく笑わせる。そして、BGMとして谷村新

ホームページ上で結婚を前提に付き合ってくれる女性を

司の「すばる」と加藤登紀子の「知床旅情」が歌われた

募集し、それに何人もの女性が応募してきて実際に会っ

り、主人公が乗っていた車として「スバル」もここで登

て、いろんな会話を繰り広げるというストーリである。

場してきた。

タイトルの「非誠勿擾」という言葉は、中国で婚活時の

この映画の美しい景色、ユーモアが溢れるせりふなど

決まり文句で「その気がないのなら構わないでくれ」と

は個人的にはとても好きだけれども、一番感心したのは

いう意味である。この映画での「その気」っていうのは、

「誠実」であることの大切さを訴えたかったというところ

「結婚を前提に付き合う気持ち」ということになる。

民主党が政権交代を実現しました。
党首の鳩山由紀夫さんが北海道選出の議員で初の内閣総
理大臣に就任。選挙に行った方も、行かなかった方も、連
日ニュースで鳩山さんの姿を見ない日はないでしょう。
ところで、みなさん。鳩山さんの経歴をご存知ですか？
ゼミの宿題などで、人物の経歴や所属などを調べたいと
きに便利なのが、朝日新聞の記事データベース「聞蔵Ⅱ」です。
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かもしれない。

ネット上の情報は、正確性に欠けますし、情報量として
も不十分です。しかし、このデータベースの情報は信頼で
きる情報ですし、新聞記事も検索できますので、より多く
の情報を手に入れられ、役立つこと請け合いです。
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