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展示会案内
第52回図書展示会　坂本龍馬と彼が生きた時代展
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データベース紹介
アルバイトーク
編集後記

初めての人のための図書館利用ガイド
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私の研究対象の1つは、イタリア南部開発をフィー

ルドワークにもとづいて検証し、これと21世紀の新

たな北海道開発とを比較検討してみることにありま

す。イタリア南部への関心は、既に大学院時代から

あったのですが、眠っていたイタリア南部への関心

が再び浮上し始めたのは、北海道の大学に赴任した

ことが契機です。中央政府依存型の開発、公共事業

に依存する割合の高さ、産業構造の変化になかなか

対応できない経済構造、工業力の弱さ、そして経済

が高度に発達した地域との格差……という両者に共

通性がある事に気がついたからでした。

現在ではその名を知る人も少なくなったと思いま

すが、カルロ・レーヴィという作家・画家をご存じ

でしょうか。彼は、反ファシズムの立場を明確にし

たために、ヒトラーによってイタリア南部のマテー

ラに追放されました。洞窟住居で知られるマテーラ

という町は、イタリア半島の長靴の土踏まずの山間

部に当たるところに位置していますが、この洞窟住

居こそイタリア南部の貧困と後進性を象徴するもの

で、先進国・イタリアの恥部だったのです。文字通

りの洞窟住居で、かつては小作人達貧民が洞窟の狭

い住居にひしめくように住んでおり、家畜も同じ部

屋で生活していたあとが良くわかります。カルロ・

レーヴィが描いたのは、この洞窟住居の人々の暮ら

しだったのです。

エボリはマテーラから北西に位置し、ナポリに近

い小さな町で、キリストが訪れた記録が残っていま

す。カルロ・レーヴィはそうした記録を念頭に、エ

ボリからはるか離れた辺境・マテーラにはキリスト

さえも足を踏み入れず、福音も届かなかった、それ

ほど想像を絶する人々の暮らしだったことを『キリ

ストはエボリに止まりぬ』という短編の表題にした

のです。

戦後、イタリア政府はイタリア半島中部以北との

著しい格差を解消するために、マテーラのみならず、

南部全域（20州のうち島部を含む8州）を対象にし

た南部政策を開始しました（1950年）。その結果、

かつてのような南部の著しい貧困は解消されました。

マテーラは、現在では‘洞窟住居・Sassi（サッシ）’

という名でユネスコ世界遺産として登録され、観光

客に注目される町で、洞窟住居の住民も移転してい

ます。中央政府の手による南部政策も1992年に終焉

をとげました。イタリア南部のほとんどの地域は

2000年から始まった第三期EU構造政策（地域政策）

における目的1（低開発地域の発展の促進）の対象と

され、EU構造基金の支援により、州政府を中心に、

県、コムーネ（市町村）、経済団体、金融機関、企業、

労働組合などとの協定（Territorial Pact）に基づい

た地域政策がすすめられました。そして、現在は

2007年から始まった第四期構造政策による基金を財

政基盤に政策がすすめられています。しかしなお、南

部を抱えるイタリアはEUのお荷物と言われているの

が現状です。私が現在行っている研究は、こうした

新しいタイプの南部政策の現状、意義、課題、成熟

地域への可能性などを地域経済学的に明らかにする

ことにあります。

カルロ・レーヴィのこの短編は1958年に岩波書店

から刊行され、1977年には新日本出版社から世界短

編名作集イタリア編（本学図書館にあり）に収録さ

れ、1979年には映画化されています。この小説の復

刊を願う人も少なくありません。観光としてで良い

ですから、是非ともマテーラを訪れてみて下さい。

文＝高原一隆
（たかはら かずたか／経済学部教授）

キリストはエボリに止まりぬ
―EUのお荷物・イタリアのアキレス腱―
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20世紀を代表する物理学者だったリチャード・

ファインマンは、他の人々が複雑な数式や理論を

使って考えている現象を、まったく独自のやり方

で、時には簡単な図を描くことで、簡単に理解でき

るようにしてしまう天才でした。素粒子物理学への

大きな貢献により1965年にノーベル賞をもらって

います。

この本には、科学する心がそのまま人の形をとっ

たとしか言いようのない人のエピソードがつまって

います。いたずらが好きで、好奇心にあふれ、形式

的なことが嫌いで、他人の話をうのみにせず、前向

きで何でも楽しんでやろうとする人の人生が描かれ

ているのです。

楽しい話が多いのですが、僕が最も強い印象を受

けたのは「カーゴ・カルト・サイエンス」（積み荷

信仰式科学。えせ科学を指す言葉）です。戦時中飛

行機がたくさんの物資を運んできたことがある南洋

の島で、戦争が終わった後も積み荷にやってきてほ

しいと思った人々は、操縦士の服装をまねるなど戦

時中の様子を完璧に再現してみました。でも、飛行

機は二度とやってこなかったのです。戦争が終わ

り、南洋の島に飛行機が飛んでくる理由がなくなっ

たからです。このように見かけは整っていても本質

的な部分が抜け落ちているのがえせ科学の特徴で

す。ファインマンは、科学とえせ科学をわけるもっ

とも大事な点は科学の持つ“徹底的な誠実さ”であ

ると述べています。この“徹底的な誠実さ”は、

個々の授業では説明されることがないけれども、学

校で科学を学んでいるうちに暗黙のうちに体得され

るようなものなのです。これは科学に限った話では

ないような気がします。個々の授業で説明されるこ

とはないけれども、4年間の授業を通じて体得して

ほしいと大学が願っているもの、それは何だと思い

ますか？

文＝岡 崎 敦 男
（おかざき　あつお／工学部教授）

私が薦める
この1冊

リチャード・P・ファインマン著、大貫昌子訳
『ご冗談でしょう、ファインマンさん上、下』（岩波現代文庫、2000年）

お薦めは、新聞。しかも、複数紙を読み比べるこ

と。

インターネット時代だからこそ、あえて「紙」媒体

の力を思います。個人的には二紙を講読していますが、

一つの情報でも、記事の書き方は新聞によってさまざ

ま。時に感心しつつ、あるいはニヤリとしつつ、複数

の角度からものごとを見る眼を養っています。

新聞は情報を得るためだけのツールではない、とい

うのが持論。着目すべきは「埋め草」と呼ばれる存在

です。埋め草は、余白を埋める短文という意味で、社

会面のごく小さな記事や、地方のちょっとした話題な

どをさします。日々発行しつづけるには、トップニュ

ースに加え、埋め草的な記事は欠かせません。むしろ

そういう小さな記事にこそ、より良い明日を生きるた

めのヒントが書かれているのです。

そんな記事をスクラップしながら思うことは、私自

身が埋め草だなあ……という感慨。15年近くフリー

で文筆業をしてきて、書いたものの9割は埋め草でし

た。でも、埋め草がなければ紙面は成立しないのです。

肩の力は抜いても、手を抜くことの許されないのが埋

め草。分（ぶ）をわきまえつつ、構成員としての役割

を果たす在り方は、生の指針といえるかもしれません。

さて、現在、北海道新聞の日曜文芸欄で、コラム兼

ブックガイド「書棚から歌を」を連載中です。毎週、

学生たちの顔も思い浮かべながらお薦めの一冊を紹介

しているので、図書館でぜひ読んでみてください。

文＝田 中　綾
（たなか　あや／人文学部准教授）

私が薦める
この1冊

複数の新聞
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「分かりやすい図を作る」、「適切なグラフを使う」、

「説得力のあるプレゼンをする」。社会に出てからの

自分の成功像について、例えばこんな姿をイメージ

するでしょうか。一方で、自分には「しゃべりが…

…」、「美的センスが……」などと考えるかも知れま

せん。

それならば、本書を読むといいでしょう。世界を

股に掛けるコンサルが用いるプレゼンのノウハウの

一端がこの本に記されています。書かれている内容

は「センス」ではなく「スキル」であって、本学に

おける情報リテラシーなどのコンピュータや統計学の

科目で学習する図表・グラフの実践的な使い方です。

具体的には、円グラフ、横棒グラフ、縦棒グラフ、

折れ線グラフ、散布図、この5つの基本形に習熟す

ることです。本書では練習問題を通じて、このスキ

ルが身につけられるようになっています。なお、本

書の後半ではさらに発展させた図表、実際のプレゼ

ンの方法が書かれています。実用書と呼ぶにふさわ

しい内容です。

この本で学んだ後、5つの基本形を使いこなすの

は読者次第となります。とても良い情報だけに、「選

択」し「活用」することが重要、といったところで

しょうか。単なるコンピュータの操作にとどまらな

い、「情報活用能力」が必要です。その意味でも、

本学におけるコンピュータや統計学などの情報に関

する科目を学習する意義があるのです。

とは言え、本書で示されている「スキル」は真面

目に読めば身につけられるものであることには違い

ありません。実用書とは何かを知る上でも本書を手

に取る価値はあるでしょう。

文＝関　哲人
（せき　のりひと／経営学部講師　准教授）

私が薦める
この1冊

ジーン・ゼラズニー（数江良一・菅野誠二・大崎朋子訳）
『マッキンゼー流図解の技術』（東洋経済新報社、2004年）

スコット・フィッツジェラルドはアメリカのロス

トジェネレーションを代表する作家である。紹介す

る『グレート・ギャツビー』は、1925年に刊行され

た。この作品についての邦語訳はいくつかあるが、こ

の文章を書くにあたっては小説家の村上春樹氏の訳

のものを読んだ。

さて、この本の内容であるが、1922年のニュー

ヨークの夏の美しくも哀しい物語である。物語のキー

パーソンであるギャツビーの服装、話し方、行動、経

歴、職業などどれを取っても胡散臭く、また滑稽で

すらある。しかし、それはすべてかつての恋人であっ

たデイジーを取り戻すためであった。最終的に哀し

い結末となってしまうのだが、それに対して読者で

ある我々は何ともいえない人生の哀しさを感じざる

を得ない。この作品は、この哀しい結末までの展開

が素晴らしいのである。起承転結の物語として完璧

であるというほかない。訳者の村上氏が、特に物語

の冒頭と結末の部分が息を呑むほど素晴らしいとあ

とがきで述べているが、私もその通りであると思う。

紹介した本は邦語訳版であるので、当然のことな

がら原書である英語版がある。私は両方とも読んだ

が、是非英語版も読んで欲しい。フィッツジェラル

ドの華麗でリズミカルな美しい文章を読みこなすこ

とは至難の業であるが、音読するだけでもその文章

がいかに美しい文章であるかが分かるであろう。

文＝大滝哲祐
（おおたき　てつひろ／法学部講師）

私が薦める
この1冊

スコット・フィッツジェラルド
『グレート・ギャツビー』（村上春樹訳、中央公論新社、2006年）
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貸 出 ラ ン キ ン グ 2 0 1 0

今が旬の資料が分かる！　出ました！　図書館の「貸出のランキング」です。
2009年4月1日～2010年2月28日の期間の貸出回数を基に集計をしました。
授業に役立つ資料から話題の図書、他にも見逃せない視聴覚資料もありますよ！
読んで見て損は無い、注目のランキングです！　図書館に行ってみよう！！

図書＆視聴覚資料

1～10位ランキング 2010本の貸出

「ならば」を
めぐって
法学書院

鈴木美佐子著

116/SUZ/1

0534103 他3冊

35回貸出回数1位
ハリー・ポッター
と死の秘宝　下
静山社

J.K.ローリング作；
松岡佑子訳

933/ROW/下

0570091 他2冊

33回貸出回数2位
刑法総論
弘文堂

西田典之著

326.1/NIS

0557661 他2冊

29回貸出回数3位

ハリー・ポッター
と死の秘宝　上
静山社

J.K.ローリング作；
松岡佑子訳

933/ROW/上

0570092 他2冊

29回貸出回数3位
地域開発政策と持続
的発展：20世紀型
地域開発からの転換
を求めて
日本経済評論社

小田清著

601/KOD

0257694 他8冊

28回貸出回数5位
ジニ係数の形成
北海道大学出版会

木村和範著

331.85/KIM

0699513 他2冊

27回貸出回数6位

告白
双葉社

湊かなえ著

913.6/MIN

0572568

27回貸出回数6位
刑法総論講義
第4版
東京大学出版会

前田雅英著

326.1/MAE

0555289 他2冊

26回貸出回数8位
総則・物権
悠々社

奥田昌道、安永正
昭、池田真朗編

324.098/HAN

0386570 他5冊

25回貸出回数9位

22回貸出回数12位
同着

期間：2009年4月1日～2010年2月28日
※文字情報：上から　書名、出版社、著者、請求記号、所蔵ID

3時間でわかるミ
クロ経済学入門
早稲田経営出版
早稲田公務員
セミナー編著
331/WAS
0126308 他5冊

刑法講義総論
新版第2版
成文堂
大谷實著
326.1/OYA
0558134 他1冊

秘密
文藝春秋

東野圭吾著

913.6/HIG

0553697 他1冊

23回貸出回数10位
少女
早川書房

湊かなえ著

913.6/MIN

0577623

23回貸出回数10位
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ランキング 2010 14～21位本の貸出

ナルニア国物語
第2章　カスピアン王
子の角笛
ウォルトディズニース
タジオホームエンター
テイメント［distributor］

59回貸出回数1位

クローズ：ZERO
TBS（発売）

56回貸出回数2位

ザ・マジックアワー
フジテレビ：東宝（発
売）

54回貸出回数3位

1～28位ランキング 2010AV資料貸
出

期間：2009年4月1日～2010年2月28日



「行かず嫌い」ならもったいない！ 「行かず嫌い」ならもったいない！ 
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◆90万冊に及ぶ蔵書冊数
～専門的なものから一般的なものまで幅広く

大学の図書館ですので、たくさんの専門書が書棚に並

んでいるのは当然のこ

とですが、それだけで

はなく、文庫や新書、

小説、各種試験問題集

などのほか、様々な分

野の一般書も数多く取

り揃えています。また、

雑誌のタイトル数は

9,000種を超え、特

に利用頻度の高いもの

以外は書庫に収蔵して

います。

～図書館で最新映画DVDが見れる！

映画やドキュメンタリーなどを中心とした「AV資料」

（視聴覚資料）を目当てに図書館に足を運ぶ人もたく

さんいます。講義と講義の空き時間を利用した映画

鑑賞はオススメです。なお、視聴覚資料は館外への貸

出ができませんので、館内の「AVブース」で視聴し

てください。

～オンラインで新聞や雑誌が読める！

例えば新聞を読みたい

とき、図書館では用途

に応じていくつかの手

段があります。一番ポ

ピュラーなのは原紙、

もしくは縮刷版を読む

電子資料

AV資料

図書、雑誌

ことですが、オンラインデータベースや電子ジャーナ

ルなどの新聞を利用すれば、記事検索や記事のダウン

ロードが行える場合もあります。電子資料は、館内の

「PCブース」（工学部図書室は、サービス・カウンタ

ーにお尋ねください）で利用できます。

◆夜遅くまで利用できる
2部（夜間部）学生や大学院生も利用しやすいよう、

朝から晩まで図書館を開館しています。

◆OPACを使って検索する
「OPAC」（Online Public Access Catalog）とは、

本学の図書館にどんな資料が所蔵されているのかを検

索するシステムのことです。館内設置機（本館9台／

工学部図書室2台）のほか、図書館のホームページか

らも利用できます。

1．北海学園大学附属図書館の特徴は？

2．本はどうやって探すの？
どうやって借りるの？

～大学の図書館ってどんなとこ？～

2．本はどうやって探すの？
どうやって借りるの？

図書館利用ガイド 図書館利用ガイド 図書館利用ガイド 初めての 
人のための 
初めての 

人のための 

？ 

1．北海学園大学附属図書館の特徴は？

？ 

小難しい本ばかりが並んでいそうとか、重苦しい空気が充満していそうとか、なんとなく近寄りがたいイ
メージを図書館に対して抱いている人は決して少なくないはずです。中には「図書館」と聞くだけで拒絶反
応を起こす人もいるかもしれません。でも、もしそれが単に図書館の「行かず嫌い」だったとしたら──。
大学の図書館は情報の宝庫です。上手な付き合い方を見出せれば、きっとみなさんの助けになるでしょ
う。好きか嫌いかを決める前に、ぜひ一度図書館を利用してみてください。
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◆学生証で貸出手続き
貸出手続きはサービス・カウンターで行います。借り

たい図書と一緒に学生証を職員に提出してください。

（ 学生証を忘れてしまった場合は、貸出手続きが行

えません。）

◆レファレンス・カウンターを活用する
「レファレンス」とは、利用者の求めに応じて担当職

員が調査・研究の手助けをするサービスです。図書館

の利用に関するあらゆる質問への対応のほか、本学の

図書館にない資料の入手方法についても相談に応じ

ています。なお、レフ

ァレンスは本館2Fレフ

ァレンス・カウンター、

工学部図書室サービ

ス・カウンターでそれ

ぞれ取り扱っています。

◆購入希望図書を申し込む
読みたい本が図書館にない場合は、「購入希望図書ポス

ト」（本館3F）に備え付けてある「購入希望図書申込

書」を記入してこのポストに投函するか、サービス・

カウンターにて同様の手続きを取ることができます。

◆図書館利用ガイダンスに参加する
図書館を利用する中で、もし何か分からないことがあ

れば、図書館の職員に質問することが最も手っ取り早

○注

い解決策です。しかし、漠然とした不安を抱えている

ときには、何を聞けばいいのかさえ分からないことが

あります。そんなときは、「図書館利用ガイダンス」

に参加してみましょう。

どうやって参加するの？

・まずは、自分の所属

するゼミの先生に聞い

てみましょう。ゼミで

は、学年に応じて次の

2つのガイダンスに参

加することができます。

新入生を対象に、図書館の基本的な利用方法を説明

します。

オリエンテーション受講者相当の基礎知識を持つ学生

を対象に、必要な文献を入手するためのツールを説明

します。

・ゼミに所属していない、もしくは所属するゼミで図

書館利用ガイダンスに参加する予定がないといわれた

のですが……。

⇒　大丈夫です。そんなときは次のガイダンスに参加

することができます。

ゼミで参加できる2つのガイダンスとほぼ同じ内容を

説明します。4月～5月にかけてオリエンテーション、

6月以降に文献検索セミナーを予定していますが、詳

しくは図書館ホームページやポスター等にてご確認く

ださい。

サポートセミナー（不定期開催）

文献検索セミナー（6月～12月）

オリエンテーション（4月～5月）

3．探しても見つからない本は
あきらめるしかないの？

3．探しても見つからない本は
あきらめるしかないの？

4．なんとなく分かったけど、
使いこなせるか心配……。

4．なんとなく分かったけど、
使いこなせるか心配……。

※　閲覧室内にある資料を「開架（資料）」、書庫内
にある資料を「閉架（資料）」といいます。

※　辞書・事典類など、館外への持ち出しを禁止し
ている「禁帯出資料」（資料の背に赤い丸シール
が貼ってあります）は貸出できません。

※　雑誌は原則として貸出できませんが、バックナン
バー数号分を一冊にまとめた「製本雑誌」に限
り、貸出できます。

？ 

？ 
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●同時接続数に制限のあるデータベースがあります。うまく接続できなかった場合は、しばらく経ってから再度

試してみてください。

●データベースの利用を終了する際は、必ずログアウトを行ってください。ログアウトの仕方がよくわからない

ときは、図書館職員にお尋ねください。

本学図書館のホームページでは、様々なデータベースが利用できます。日々の学習はもちろん、日常のふと

した疑問解決に役立つこと間違いなし！！　このコーナーでは、図書館で利用できる様々なオンラインデータ

ベースの中から、人気の高いものをご紹介します。

データベース利用上の注意

図書館のホームページを開く。1

「電子情報サービス」の中にある「学
術文献データベース」（もしくは、
「データベース一覧」）をクリックする。

2

一覧から利用したいデータベー
スを探し、名称をクリックする。

3

オンラインデータベースへの接続の仕方オンラインデータベースへの接続の仕方
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『日本大百科全書（ニッポニカ）』を筆頭とする出版各社

の優良事典・辞書を中心とした豊富な知識源を一括検索す

ることのできるデータベースです。レポートや論文の作成

だけでなく、日常のふとした疑問の解決や旅行の下調べ、

日々の話題作り等々、様々な場面で活用できます。

日経四紙（『日本経済新聞』・『日経産業新聞』・『日

経流通新聞MJ』・『日経金融新聞』）、日経地方経済面、

日経プラスワン、日経速報ニュースなどの記事検索

の他、企業検索・人事検索等が行えます。

［トップページ］

［トップページ］

①JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）①JapanKnowledge（ジャパンナレッジ）

②日経新聞オンラインデータベース［日経テレコン21］②日経新聞オンラインデータベース［日経テレコン21］

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。

ログインボタンをクリックする。

トップページの情報は
日々更新される。

本文の関連情報も充実

様々な事典・辞書を収録

切り抜き記事のような感覚で、本
文データを入手できる場合も多い。

本学図書館では、日
経新聞の他、朝日新
聞、北海道新聞、読
売新聞のオンライン
データベースが利用
できます。

［記事画面例］

［記事画面例］



私の本を読むようになったきっかけはラジオドラ

マです。

私は中学校から高校の頃、寝る前にラジオドラマ

を聞くことを日課としていて、ラジオドラマ独特の

空気がとても好きでジャンルに関わらず聞いていま

した。

中でも特に気に入っているドラマは、井上夢人の

小説が原作の「オルファクトグラム」です。話の内

容は、突然異常な程の嗅覚を持ってしまった主人公

がその嗅覚を用いて殺人犯を追い詰めていくミステ

リーなのですが、ここでいう嗅覚は、“勘が鋭い”と

いう事の比喩として使う嗅覚ではなく、実際に“匂

いを嗅ぐ”方の嗅覚です。

この作品でユニークだと感じたのは主人公の嗅覚

が視覚化しているところであり、匂いが主人公には

粒子として見えています。視覚化したことによって、

「この匂いはこういった色で、こういった形だ」とか、

「“美しい”匂い」といった、私たちが普段感じてい

る匂いの感覚の外にあるような表現が出て来て、そ

こがとても新鮮に感じました。

他にも、山田詠美の「ぼくは勉強ができない」や、

金城一紀の「レヴォリューションNo.3」の様に小説

をラジオドラマ化した物はたくさんあり、ラジオド

ラマを通して小説にも興味が湧いて、私はそれがきっ

かけで小説をよく読むようになりました。

私としては普段あまり小説で読まないタイプの話

がやっている時にラジオドラマを聞くことをオスス

メしたい。もしかしたら、好みの幅が広がるかもし

れませんよ。

文＝三 上　優
（みかみ ゆう）

大学院　工学研究科　電子情報工学専攻

ラジオドラマ

アルバイトーク

北海学園大学附属図書館報 図書館だより第32巻1号（通巻193号）
本館 〒062―8605 札幌市豊平区旭町4丁目1番40号 工学部図書室 〒064―0926 札幌市中央区南26条西11丁目1番1号

TEL（011）841―1161（本館内線）2273・2274・2275（工学部内線）7813・7814 印刷所：（株）アイワード

みなさんこんにちは。雪もだいぶ解けてきて、色々なこと
がスタートする季節になりましたが、いかがお過ごしでしょ
うか。さて、「嫌いな食べもの」の話になりますが、僕はレー
ズンが嫌いです。他にも色々あるのですが、群を抜いてレー
ズンがダメです。にも関わらず、彼らは上手く周りに紛れて、
体内への攻撃を仕掛けてきます。例えば「シナモンロール」。
親切なメーカーのものだと「レーズン入り」などと記載があ
るのですが、巧妙な罠が仕掛けられているものも多々ありま

す。今まで何度レーズンに牙を向かれたことか……。
という訳で、今年は図書館にある「イチバン親切なスイー

ツの教科書」という本でレーズン対策を練りつつ、お菓子欲
求を満たしていこうと決意したところです。
上に挙げた本には様々なお菓子の作り方も載っているので、
食べるだけじゃ物足りないという方にも必見ですよ！　来た
れ、スイーツ男子！　もちろん女子も！！

―問題―
「的場浩司」、「芝田山親方」、「成宮寛貴」、この3人に共通しているものとは、
一体何でしょうか？
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