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図書館は図書館であれば良い
津 田 雅 夫

（一）

さまざまな図書館（さらに広く資料館も含めて）

からこれまで多くの恩恵を受けてきた。このことへ

の感謝の念が、今、拙文を書かせている。図書館学

について知見をもっているわけではない。またここ

で、図書館についての新たな提言や意見を述べるの

でもなく、ましてや図書館の未来への積極的なビ

ジョンを示すわけでもない。むしろ私の言いたいの

は、ただ「図書館は図書館であれば良い」という、

ひとつの応援である。きわめて乱暴な言のように思

われるだろうが、これまでの図書館との長い関わり

のうえに、できれば図書館への小さな希望を語りた

い。

図書館とは私にとって、なによりもまず「仕事場」

であった。私の研究は図書館なしには成り立たな

かった。この単純明白な事実を伝えることが、まず

ここでの最初の趣旨である。私の専門は思想史、と

くに日本近現代の思想史的研究である。思想史研究

とは何か。その定義や成立根拠について簡明に述べ

ることはとても難しい。ここではただ、思想と思想

との「邂逅の学」であるとだけ言っておこう。

さて、こうした思想の邂逅の学としての思想史研

究を進めようとするとき、邂逅や出会いを演出して

くれる「場」が必要不可欠になってくる。私にとっ

て、そうした場は、とりわけ図書館の収蔵書庫に収

められている個人蔵書であった。もちろん、自筆原

稿の現物調査は重要・不可欠であり、既にマイクロ

フィルム化されている場合でも、マイクロフィルム

では見過ごされてしまう多くの貴重な発見がある。

しかし、とりわけ収蔵書庫のなかで、一日、思想

家の個人蔵書に埋もれて過ごす数時間を、なにより

私は好む。それはただ蔵書目録やカタログを調べる

のとはまったく異なった経験である。それは思想家

の精神世界や知的風土を、なにがしか共有すること
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である。そこに佇むとき、彼らの生きた思想世界が、

ぼんやりとではあれ、透かして見えてくる。そこか

ら「邂逅」についてのアイディアやヒントがわき上

がってくる。

そのとき、書き込み等の類について調べることは、

主たる作業であり、確かに重要であり、多くの知見

をもたらしてくれる。そこから思想家の考え方や、

さらには癖といったものが、じつに良く伝わってく

る。そうしたものを精査することが調査の主たる目

的であることは確かであり、面白い。しかし、むし

ろここで伝えたいと思っているのは、そうした個別

の作業の意義についてなのではない。

むしろ、場そのものの意味について語りたいので

ある。と言っても、たんに漠たる雰囲気の問題では

ない。少し具体的な話をしよう。近代日本の代表的

な思想家である和辻哲郎、三木清、戸坂潤の蔵書が

奇しくも法政大学図書館（市ヶ谷および多摩）に収

められている。彼らの蔵書を調べるために、何度か

足を運んだ。（その都度、岐阜大学図書館に仲介の

労を取っていただいた。改めてお礼を申し述べる次

第である。）

和辻文庫の蔵書冊数は5856冊、三木文庫は9387冊、

戸坂文庫は1929冊に達する。まず和辻の場合、注目

されるのは多くの書き込みである（牧野英二『増補・

和辻哲郎の書き込みを見よ！』2010年、法政大学出

版局）。そこにはじつに多くの綿密な書き込みがあ

る。そしてその書き込みは、和辻の勉強の仕方や本

の読み方を如実に窺わせてくれる。たとえば、大方

の予想に反して、和辻がマルクス（関連）の本を克

明に読んでいること、また、その読み方が和辻自身

の問題関心と密接に繋がっていて、彼の思想の核心

を示唆するものとなっている。さらに、戦後の日本

文化史研究（『歌舞伎と操り浄瑠璃』、『桂離宮』等）

に関連して、和辻が先行研究をじつに丹念に勉強し

ていることを、その研究書への詳細な書き込みは

語っている。

三木文庫の場合、まずその冊数の多さが目に付く。

それは三木の書物蒐集への熱意を示すものである

が、同時に、多数の高価な全集等は西欧留学時のド

イツの猛烈なインフレを想起させてくれる。内容面

では、仏教関係やキリスト教（『教父叢書』等）、ま

た宗教哲学関係（『パスカル全集』等）の諸著作の

多さが、三木の「宗教」への深い関心を示している。

少し意外に思われるが、マルクス主義関係のものが

少ない。このことは、かつて桝田啓三郎も示唆した

ように、なんらかの段階で廃棄処分されたのであろ

う。

たしかに三木文庫は、和辻における場合のように、

書き込みを読む楽しみはない。そうした書き込みを

三木はしていない。しかし、その蔵書の多さと系統

性は、三木の教養世界の在り方をよく示している。

調べていて面白いのは、同時代人との自著の献呈の

遣り取りである。多くの献呈本があり、それらを通

して、昭和前期の思想世界が彷彿としてくることで

ある。とくに小林秀雄との遣り取りをみていると、

両者の親密な関係が示唆されるとともに、思想的な

交流の深さを示唆してくれる。さらに龍野・霞城館

所蔵の三木清自筆原稿に一言すれば、三木の几帳面

な字体や、丹念な推敲の跡が窺えて、旺盛なジャー

ナリズム活動の背景にある彼の学究的性格をよく示

している（文末画像参照）。

戸坂文庫の蔵書の少なさは、とくにマルクス（主

義）関係の蔵書の大きな欠落が、彼の置かれた政治

的思想的状況を映すとともに、改めて無念の思いを

残すものとなっている。関連して言えば、自筆原稿

の去就は、三人の思想家の置かれた歴史状況を鮮や

かに示唆している。和辻の自筆原稿・ノートが丁寧

に保存され残されているのにたいして（国会図書館

所蔵）、三木の場合、多くが分散・消滅し、一部が

彼の故郷である龍野・霞城館に保存されている。そ

して最後、戸坂が執筆禁止の下で、「戦後」を見越

して書き溜めたであろうノート類等はすべて焼失し

てしまっている。

図書館の収蔵庫の中で蔵書類に囲まれていると

き、思想家の知的世界の雰囲気をじつに感じさせて

くれる。それはたんに漠たるものではなく、如実で
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新入生のための図書館Q&A

Q．図書館は何時まで開いていますか？
　　　土日も開いていますか？

Q．本はどれくらい借りられますか？

Q．貸出の延長（更新）はできますか？

Ａ.【本館】平日は９：00～21：30まで、土曜日は10：00～18：00
まで開館しています（学休期を除く)。日曜・祝日は休館です。ただ
し、試験期の日曜・祝日は10：00～18：00まで開館しています。
【医学図書館】平日は８：30～20：00まで、土曜日は10：00～18：
00まで開館しています。日曜・祝日・第２火曜は休館です。

Ａ.【本館】
大学院生：７冊・２週間以内、学部学生：５冊・２週間以内
【医学図書館】
大学院生：５冊・１週間以内、学部学生：３冊・１週間以内

Ａ.　３回まで可能です。また、図書館に来館しなくても、
Webから更新手続きをすることができます。ただし、該
当図書に予約が入っている場合、返却期限を過ぎている
場合は延長できません。

三木清自筆原稿
親鸞論ノート遺稿（兵庫県たつの市・霞城館所蔵）

ストレートな性格のものである。多くのヒントが、

まさに隠された仕方で語りかけていて、その発見さ

れるのを待っている。図書館が仕事の「場」である

というのは、ただ仕事をする場所としてではなく、

こうした「邂逅」の場としてなのである。

（二）

さらに図書館は、ただ「仕事場」であるよりも前

に、私にとって「避難所（＝アジールAsyl）」であっ

た。精神的な解放の場であり、そうした意味におい

て、「勉強」の場であった。さまざまな理由で行き

場がなくなったとき、図書館は暖かく迎えてくれた。

青年時代、学校生活が厭になって逃げ出し、精神的

な彷徨をしていたとき、さらに後年、煩雑な研究室

を逃げ出したとき、等々、さまざまな時に図書館は、

私にとって、まさに精神的な避難所であり、解放の

空間であった。

そうした避難＝解放の場としての図書館をめぐる

想い出は、語り出せば尽きない。要するに、図書館

はただ待っているのである。そして、静かに迎えて

くれる。そしてそれだけで、既に充分なのではない

のか。いったい何を、それ以上に望むのか。

最後に再び繰り返そう。図書館は図書館であれば

良いのだ。ただ、その存続と充実を期待するのみで

ある。過剰な設備やサービスは要らない。そしてそ

れが、文化や教養の力である。

（つだ まさお：地域科学部 教授）
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Ｑ．どうやって本を借りるのですか？

Ｑ．図書館にある資料は何でも借りられま
すか？

Ｑ．探している本／ 雑誌が図書館にある
かどうかを知りた場合は？

Ｑ．借りたい本が貸出中なのですが、
予約はできますか？

Ｑ．返却期限を過ぎてしまった
のですが……？

Ｑ．この本／雑誌はどこにありますか？

Ｑ．どうやって本を返すのですか？

Ｑ．新聞はどこにありますか？

Ａ．館内にOPAC（蔵書検索）用の端末がありますの
で、ご利用ください。自宅のパソコンや携帯電話か
らも検索できます。http://opac.lib.gifu-u.ac.jp/opc/

A．探している資料をOPACで検索して、所在と請求記号を調べ該当する場所を確認してください。

Ａ．カウンター付近の自動貸出返却装置で貸出手続き
をします。ただし、図書と一緒に付属資料（CD等）
を借りる場合は、カウンターで手続きをしてくださ
い。どちらの場合も学生証が必要になります。学生
証を忘れると借りることはできません。

Ａ．図書は、参考図書や貴重書以外は借りることが
できます。雑誌（製本雑誌を含む)・視聴覚資料は
借りることはできません。

Ａ．できます。OPACで借りたい本を検索し、その本の
所蔵情報の予約ボタンをクリックして、案内のとおりに
手続きをしてください。貸出中の本が返却され次第、ご
連絡します。

Ａ．【本館】今週（日曜～）の新聞は、２階玄関を入って右手の
ラーニング・コモンズという場所にあります。それ以前の新聞
は、１階集密書庫にあります。

　【医学図書館】２階にあります。

Ａ．カウンター付近の自動貸出返却装置で返却手続きを
します。ただし、図書と一緒に付属資料（CD等）を借
りている場合や予約が入っている場合、カウンターで手
続きをしてください。学生証は不要です。返却処理が終
わった図書はカウンター前のブックトラックに置いてく
ださい。閉館中は返却ポストをご利用ください。

Ａ．返却期限から５日以上遅れると、罰則として返却が遅れ
た日数分図書が借りることができなくなります。その図書に
予約が入っている場合、次の人に迷惑がかかりますので、返
却期限は必ず守ってください。
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Ｑ．図書館にプリンターはありま
すか？

Ｑ．図書館にグループで学習
できる場所はありますか？

Ｑ．コピーはできますか？

Ｑ．図書館で飲食はできますか？

Ａ．パソコンは教育用端末として本館に40台、医学図書館に12台が
設置してあり、総合情報メディアセンター発行のIDとパスワード
を認証させて利用できます。ただしプリンターはありません。印
刷したい場合は、総合情報メディアセンターをご利用ください。

Ａ．図書館の資料は著作権法による一定の制約のもとにコピーすること
ができます。図書館資料以外のコピーはできません。

　　　生協のコピーカード用と現金用のコピー機があります。コピーカー
ドを使う場合は開館時間中ならいつでも使えます。現金の場合は平日
９時～17時にご利用いただけます。ただし、現金でのコピーは本館の
み対象となりますのでご注意ください。

Ａ．本館のみ、ペットボトルや水筒などフタを閉められる容器に
入っている飲み物に限り、館内で飲むことができます。その他の
飲食はできません。飲食物を机の上に置いている場合は、鞄の中
にしまってもらうか、事務室で預かります。

Ａ．あります。３人以上での学習、話し合いなどには、グループ学習
室（本館１階・医学図書館３階）をご利用いただけます。また、本
館２階玄関右手にあるラーニング・コモンズ及びプレゼンルームも
ご利用いただけます。なお、グループ学習室とプレゼンルームを使
用する場合には申込みが必要です。

2012年雑誌購入変更リスト
今年度実施しました雑誌購入希望アンケートを基に、雑誌の新規購入及び購読中止タイトルを掲載します。

＜新規購入雑誌＞
雑誌名 配架場所

Archives of ophthalmology. N. S 医図雑誌
Cancer cell 医図雑誌
東京：the monthly magazine Tokio 地域政策講座
English plus 教英語教育

雑誌名 配架場所
大学評価研究 総情メデカリキュラム
高等教育研究／日本高等教育学会編 総情メデカリキュラム
ソトコト：sotokoto：
地球と人をながもちさせるエコ・マガジン

図本館総記

＜購入中止雑誌＞
雑誌名 配架場所

Advances in mathematical sciences and appli-
cations

教数学教育

American journal of clinical pathology 医図雑誌
American journal of dermatopathology 医皮膚病態学
Boundary-layer meteorology 図本館土木工学
Brain research. Brain research reviews 医図雑誌
Canadian journal of anaesthesia 医麻酔・疼痛制御学
Canadian journal of animal science 図本館畜産医学
Cement & concrete composites 図本館土木工学
Chemical engineering science 図本館化学
Coaching & playing volleyball 教保健体育
EB nursing 医図―雑誌
Funkcialaj ekvacioj. Ser. Internacia 教数学教育
Geographische Rundschau 教社会科教育（地理）

雑誌名 配架場所
コーチング・クリニック 教保健体育
こころの臨床ア・ラ・カルト 医精神病理学
パリティ，Parity, physical science magazine 教理科教育（物理）
家族ケア：家族ケアの知恵袋マガジン
＝Monthly family care

医図―雑誌

岐阜農林統計時報 図本館農学
季刊地域：ゆるがぬ暮らし 応・生物生産流通学
月刊国語教育 教国語教育
月刊実践障害児教育 教附属特別支援教育センター
月刊消費者 教家政教育
考える子ども 教学校教育
国文学解釈と鑑賞 教国語教育
参考書誌研究 図本館総記
世界 地域政策講座
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寄贈図書一覧（平成23年1月～12月）
平成23年1月～平成23年12月までに図書館にご寄贈いただきました図書の中で、本学教職員が著作・編集・
刊行等に関係した図書のみを掲載します。ご寄贈いただきありがとうございました。引き続きご寄贈をお願い
いたします。
平成22年度
山本哲也（医学系研究科・医学部）
Atlas of angle closure glaucoma/edited by Tet-
suya Yamamoto, Prin Rojanapongpun, Ki Ho
Park. . ―Newest Medicine Publication, c2010.―

［場所：医図3階 496．36||Atl］

山本哲也（医学系研究科・医学部）
目で診る緑内障・視神経疾患80／山本哲也，三村
治編集．．―メジカルビュー社，2010．9．―

［場所：医図3階 496．36||Med］

平成23年度
山田敏弘（教育学部国語教育）
西濃方言資料に見られる文法項目／山田敏弘
著．．―［山田敏弘］，20011．2．―（ぎふ・こと
ばの研究ノート，第10集）

［場所：図本館3階 818．53||Yam］

山田敏弘（教育学部国語教育）
世界の言語景観日本の言語景観：景色のなかのこ
とば／中井精一，ダニエル・ロング編．．―桂書
房，2011．3．― ［場所：図本館3階 802||Sek］

富樫幸一（地域科学部地域政策学科）
図説名古屋圏／名古屋大都市圏研究会編．新版．
―古今書院，2011．3．―

［場所：図本館シラバスコーナー（3階）
291．5||Nag］

石川英志（教育学部学校教育）
教えることをどう学ぶか：若い教師の学びを創る
教育方法学の挑戦／石川英志編著．．―あいり出
版，2011．3．―（現場と結ぶ教職シリーズ／全体
企画者小柳正司，山崎英則，4）

［場所：図本館3階 375．1||Osi］

川上紳一（教育学部理科教育（地学））
宇宙137億年のなかの地球史／川上紳一著．．―
PHP研究所，2011．4．―（PHPサイエンス・ワー
ルド新書，040）

［場所：図本館シラバスコーナー（3階）
440||Kaw］

高見澤一裕（応用生物科学部応用生物科学科）
Industrial crops and uses/edited by Bharat P.
Singh. .―CABI, c2010.―

［場所：図本館積層4階 617||Ind］

小井土由光（教育学部理科教育（地学））
みのひだ地質99選／小井土由光編著．．―岐阜新
聞社，2011．7．―

［場所：図本館3階 455．153||Min］

荒井聡（応用生物科学部応用生物科学科）
集落営農の再編と水田農業の担い手／荒井聡［ほ
か］編著．．―筑波書房，2011．3．―

［場所：図本館3階 611．76||Syu］

原田信之（大学院教育学研究科）
気付きの質を高める生活科指導法／原田信之，須
本良夫，友田靖雄編著．．―東洋館出版社，2011．
3．―

［場所：図本館3階 375．312||Kiz］

津田雅夫（地域科学部）
「もの」の思想：その思想史的考察／津田雅夫
著．．―文理閣，2011．10．―

［場所：図本館3階 121．6||Tud］

山縣裕（金型創成技術研究センター）
ものの魅力ものの魔力：もの作りを「心」の視点
からとらえる．．―カロス出版，2011．11．―

［場所：図本館3階 509．6||Yam］

雑誌名 配架場所
地域づくり：
明日をひらく地域活性化のための情報誌

産官学融合本部

地理空間＝Geographical space 教社会科
教育（地理）

文化庁月報 図本館総記
法学セミナー 教社会科教育

（法律・経済）
法学教室 教社会科教育

（法律・経済）
現代のエスプリ 医図―雑誌

＜購入中止雑誌＞
雑誌名 配架場所

Journal of virology 医図雑誌
Materials and structures 図本館土木工学
Progress of theoretical physics 教理科教育（物理）
Progress of theoretical physics. Supplement 教理科教育（物理）
PS, political science & politics 地域政策講座
Vesta：食文化のひろば 教家政教育
アイデア 教美術教育

※上のリストには出ていませんが、Wiley-Blackwell 社の電子ジャーナルの導入に伴い、Wiley-Blackwell 社の雑誌について、
冊子体雑誌の購読を複数中止しています。詳しくは図書館OPAC（http://opac.lib.gifu-u.ac.jp/opc/）で検索してご確認ください。
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岐阜大学内で同時に４名
までしか利用できません
ので、利用終了時には必
ず「×終了」をクリック
してログアウトしてくだ
さい。

 

「岐阜大学OPAC」や「WebcatPlus」で
は学内や他大学図書館の所蔵状況を確認で
きます（該当巻号を所蔵しているかチェッ
クしてください)。
 「メディカルオンライン」のアイコンが
ある場合、本文が読めるものもあります。

柳沼良太（留学生センター）
ポストモダンの自由管理教育：スキゾ・キッズか
らマルチ・キッズへ／柳沼良太著．．―春風社，
2010．10．―

［場所：図本館3階 371．5||Yag］
山縣裕（金型創成技術研究センター）
エンジン用材料の科学と技術／山縣裕著．．―左
近堂，2011．10．―

［場所：図本館3階 537．2||Yam］

折居忠夫ほか（名誉教授（医））
ムコ多糖症UPDATE／井田博幸［ほか］編集．．―
イーエヌメディックス，2011．12．―

［場所：医図3階 493．12||Muk］

情報の探し方（3）医学系の情報を探すとき
医学系の文献について調べたいとき、みなさんならどうしますか？検索エンジンを利用すると、必要としな

い情報が大量にでてきてしまうことも多いのではないでしょうか。そんな時は、医学系のデータベースや電子
ジャーナルを検索するのが有効な方法です。今回は岐阜大学で契約している「医中誌Web」「メディカルオン
ライン」をご紹介します。

収録文献は、国内で発行されている医学・歯学・薬学及びその関連領域から収集された約5，000の資料から
採択されています。採択分野は生理学・生化学などの基礎分野から臨床医学の各分野、さらには獣医学・看護
学・社会医学など広範囲に及んでいます。

医中誌Webの検索ガイドはWebで公開されていますので、使いこなしたい方はぜひご覧ください。
http://www.jamas.or.jp/user/guide/index.html

これらの図書は貸出が可能です。また、図書館
（本館）ゲート付近に図書の表紙を一定期間展示
しています。
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　日本国内の学会・出版社発行の雑誌に掲載された医学、歯学、薬学、看護学、医療技術、栄養
学、衛生・保健などのあらゆる医学関連分野の「医学文献」から検索し、必要な文献をオンライ
ンで全文閲覧・ダウンロードすることができます。
　契約形態は法人フリーアクセスプラン契約ですので,「アブストラクト閲覧｣、「文献ダウン
ロード（FAXも含む）」を自由にご利用いただけます。

　メディカルオンラインの利用ガイドもWeb
で公開されていますので、使いこなしたい方は
ぜひご覧ください。
http://www.medicalonline.jp/img/mol_gb.pdf

こちらから全文PDFが利用できます。
ただし、短時間に多数の論文を一括または連
続してダウンロードすることは、禁止されて
います。
不正利用があれば岐阜大学全体に利用停止等
の措置が科せられることになりますので、ご
注意ください。

【全文FAX送信】となっているものは、受
信できるFAXが自宅や研究室などにあれば
無料で受信できます。

Point

医中誌Web・メディカルオンライン、共に学内の LANにつながったパソコンからのみの利用となり
ます。利用の際は図書館ホームページ（http://www１.gifu-u.ac.jp/~gulib/）からアクセスしてください。
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　ラーニング・コモンズには国内外併せて14紙の新聞があり
ます。当日の朝刊が手前に並べてありますが、戸棚を開ける
とその週の日曜からのバックナンバーも入っています。それ
より前の新聞は１階集密書庫などにあります。
　開館してすぐに新聞を読みに来られる方もいます。

　ラーニング・コモンズには65インチのディスプレイが
あります。普段は学内情報を流していますが、チャンネ
ルを切り替えればBBC放送をヘッドフォンで視聴する
こともできます。情報収集や英語の学習にお役立てくだ
さい。

　プレゼンルームには、プロジェクターとスクリーンとホワ
イトボードが設置してあります。ノートパソコンを持ち込め
ば、10～15名程度のプレゼンもできます（プロジェクターの
リモコンをカウンターで貸し出します)。予約が入っていな
い時は自習室としても利用できます。

　複数人で調べ学習などをしたい時は、ラーニング・コモンズ
の可動式の椅子と机が便利です。ホワイトボードを使いたい時
は、カウンターでペンを借りることができます。教育用端末
（利用には総合情報メディアセンターのIDとパスワードが必
要です）も５台あります。
　また、パネルの展示コーナーとしても利用されています（吊
り下げるためのワイヤーを貸し出します)。

ぜひ、図書館の施設を有効活用してください！

図書館改築から1年
昨年図書館では2階を改築し、4月にラーニング・コモンズとプレゼンルームがオープンしました。オープ

ンから間もなく1年になりますが、ご意見・ご要望がありましたらお寄せください。
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電子ジャーナルに絞って検索
したい時はここにチェックを
入れてください。

岐阜大学図書館OPAC　http://opac.lib.gifu-u.ac.jp/opc/ 

電子ジャーナルリスト　http://xz9mz9lt2m.search.serialssolutions.com/

お 知 ら せ

電子ジャーナルの利用可能タイトル数が増えました

2012年1月から、Wiley-Blackwell 社が提供する電子ジャーナル約1，300タイトルが新しく利用できるよ
うになりました。ぜひ、学内のパソコン等でご確認ください。
岐阜大学図書館OPAC又は電子ジャーナルリストから検索しご利用ください。

岐阜県図書館の図書を岐阜大学図書館で返却できるようになりました

岐阜県図書館で借りた図書を岐阜大学図書館カウンターでも返却することができます。
県図書館の「貸出証」と「貸出期限票」を持参の上、図書を直接手渡しでお返しください。
参考：公共図書館が所蔵する図書を無料で借りることもできます。
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