
こ だ ま第１４５号 ２００２年４月１日 ISSN ０９１５―８７８２

目 次

《新入生歓迎特集》

新入生のためのガイド ―知と情報の殿堂・附属図書館へ…………………………２

（新入生へのメッセージ）

「知恵の泉」としての「古典」 （畑 安次）………………………………４

年に百冊の読書を （大久保 英哲）…………………………………………５

図書館が好き （三浦 香苗）…………………………………………………７

総合科目「大学図書館への招待；みずから学ぶ，図書資料を楽しむ」……………８

図書自動貸出返却装置を導入……………………………………………………………９

情報ラウンジをご利用下さい （医学部分館）………………………………………１０

「シラバス（授業計画）２００２」記載参考図書の購入整備が完了……………………１０

としょかん日誌（２００１年１２月～２００２年２月）…………………………………………１０

（図書自動貸出返却装置 利用者第１号 本文９頁をご覧下さい）

－ １ －



���������������
�
�
�
�
� ��������������

�
�
�
�
�
�

ご入学おめでとうございます。大学では，広く，深く，自ら調べ考える力を身につけよう！
古文書からインタネットまで，情報資源を検索・利用し勉学に役立てよう！
図書館の様々な機能を駆使しよう！
⇒ そのお手伝いを“図書館スタッフ”は喜んでいたします。

では，館内の各種資料や機器設備をご説明します。

２Ｆ メイン・フロアー［開架図書・閲覧席・情報検索・カウンター］

金沢大学附属図書館報

マルチ
メディア
コーナー（ビデオ・音楽 CD・LD・DVD）新着雑誌・文庫・新書

留学生用資料 検索コーナー [CD−ROM，
OPAC（蔵書検索），インターネット] 参考調査カウンター（調査相談）

サービス・カウンター
（利用受付・貸出返却・施設申込）

開架図書 ０００～４２９ ２階閲覧室

館内利用のマナー

◆ 飲食は厳禁

◆ 携帯電話は OFF

◆ 私語・雑談は慎む
入口のゲート（出口は横） 衛星放送・新着新聞コーナー
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３Ｆ ［開架図書・閲覧席・施設（室）］

●過去の新聞は，縮刷版やマイクロフ

ィルムで利用することになります。

マイクロ資料やマイクロ資料室の利用

は，サービス・カウンターへ申込み，

自分で利用できます。

１Ｆ ［図書の書庫］
●書庫に入るには，学生証（図書館利用券）

と引換えに入庫票が必要です。

OPACで検索し，所在：図書庫であれば，

図書の書庫に，雑誌で所在：図であれば，

雑誌の書庫（BF）に配架されています。

ＢＦ ［雑誌・各種文庫の書庫］ こちらは，電動集密書架

●館内では，節電を実施しています。

●書庫内の書架（１F，BF）は，ブロ

ック毎にスイッチがありますから，自

分で ON・OFFのうえ，ご利用ください。

●雑誌の配架は，タイトルのアルファ

ベット順となっています。

各種文庫は，それぞれの分類順に配架

されています。

では，新入生を始め利用者の皆さまのご利用をお待ちしております。

こ だ ま 第１４５号 ２００２年４月１日

EU資料コーナー 新聞縮刷版 開架図書 ４３０～９９９

マイクロ資料室（他に演習室，AV室があります。） 留学生ワープロコーナー

図書（刊行の古いものや利用頻度の少ないもの） 新聞コーナー（過去２ヵ月）

�

和雑誌 暁烏文庫など各種文庫

洋雑誌
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新入生歓迎特集

「知恵の泉」としての「古典」

副学長・法学部教授 畑 安次

「欠乏モデル」と「豊

かさモデル」と言った

だけでは，何のことか

わかるまい。顰蹙を買

うことを覚悟の上で，

少し説明してみよう。

筆者は敗戦後の物不足

のなかで少年期を過ご

した。「頑張ればそれ

に見合った結果が得られる。」当時の多くの親は

そのように考えて子どもを育てた。「頑張り」に

見合った「結果」がえられるわけではないことは

すでに中学時代には分かっていたが，知的欲求に

駆り立てられて頑張った。物不足ではあったが，

知的欲求は旺盛であった。この「頑張り志向」の

生き方を「欠乏モデル」と呼ぶことにする。

片や学生諸君の大半は，高度経済成長期に青少

年期を過ごした親の下で育った。身の回りは多く

の電気・電子メカで満たされていたのではなかろ

うか。兄弟姉妹は少ないから，家庭での「生存競

争」を頑張って勝ち抜く必要はなかった。知的欲

求を含めて多くの欲求が満たされており，頑張る

までもなく私生活を楽しむことができるという

「エンジョイ志向」の生き方を「豊かさモデル」

と呼ぶことにする。

筆者が大学に入学したのは１９６４（昭和３９）年で

ある。池田内閣の「所得倍増計画」のもと，東海

道新幹線が開通し，東京オリンピックが開催され

た年である。しかし，今では忘れられている

が，１９６０年の「安保闘争」が闘われた後であり，

大学は挫折感に覆われていた。その時期に４年間，

学生寮での生活を体験した。１年次には授業にも

よく出た。しかし，２年次からは大学へは出たけ

れども，時間の大半は所属文系サークル（研究会）

のボックスでの議論に費やされた。夕方，学生寮

に帰ると読書会や研究会が待っていた。当時の学

生寮は「教育の場」であった。秋の「寮祭」には，

機関誌『青窓』が発行された。今，手もとに４年

間の『青窓』が残っている。毎年小論を投稿して

いたことが分かる。１年次には，「福翁自伝を読

んで」というささやかな一文を投稿している。２

年次に書いた「想定された『人間不平等起源論』

・生誕の地を忘れた『社会契約論』」と題するジ

ャン・ジャック・ルソーに関する小論が，文化委

員会の審査を経て「巻頭論文」として掲載されて

いる。３年次には，「象徴天皇制に関する一考察」

と題する小論を投稿している。４年次には，「日

本国憲法と基本的人権」という小論が「巻末論文」

として掲載されている。

今読み返してみると，「汗顔の至り」である。

ルソーの『人間不平等起源論』に「想定された」

という形容を付したのはなぜか。人間の政治的・

社会的不平等の起源と歴史に関する１８世紀中期に

おけるルソーの考察は，２０世紀後半の読者（筆

者）には科学的考察としては説得力を欠くものと

思われたのであろう。しかし，その考察が思弁的

なものであったとしても，否むしろ思弁的なもの

であったからこそ，生産手段の「私的所有権」こ

そが不平等の起源であるとするルソーの中に，筆

者は「社会主義」を読み込んでいたようである。

その後，『社会契約論』を読むに至り，ルソーが

「私的所有権」の全面的否定は不可能であるとし

て，「共通善」＝「公共の福祉」の観点からこれ

を制限するに止まったことから，『社会契約論』

の中に「社会主義」を読み取ることができず，「生

誕の地を忘れた」という形容を付したものであろ

う。

その後，「１８世紀フランス憲法思想史」の研究

金沢大学附属図書館報
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を仕事とすることになり，モンテスキュー，ケネー，

ディドロ，ルソー，モレリ，マブリ等の啓蒙期の

思想家や，それらの思想を革命期の実践に移した

パルルマン（高等法院）の評定官の建白書，アベ

・シエース，ロベスピエール，サン・ジュスト，

バブーフ等の革命家の著作やパンフレット，人権

宣言草案や憲法草案を読み，啓蒙期と革命期の憲

法思想の関連性を考察してきた。とりわけ，何度

もルソーを読んだが，読むたびごとに「現代」を

解き明かす鍵を提供してくれるのが「古典」であ

る。「古典」はさながら「知恵の泉」である。

今日，冒頭に見た「欠乏モデル」と「豊かさモ

デル」の社会的意識をめぐる乖離はあまりにも大

きい。しかし，両者をつなぐ手だてがないわけで

はない。「古典」をよむことが二つのモデルをつ

なぐ。バブル経済下の「モラル・ハザード」の後

遺症に今なお悩まされている現状にあって，デモ

クラシーの原点としての，個人の「自律」に基づ

く「公共性」の確立が求められている。青年期を

回顧することは老化の始まりと言われるが，青年

期に「古典」を読むことの重要性を痛感する昨今

である。高校教育から大学教育への「転換教育」

もしくは「導入教育」の一環として，是非とも「古

典を読む」という授業科目（教養ゼミ）を開講し

たいというのが筆者の願いである。

新入生歓迎特集

年に百冊の読書を

教育学部教授 大久保 英哲

新入生のみなさん，

入学おめでとう。

私は教育学部の体育や

スポーツ科学専攻の学

生を相手に「体育史」

を中心に講じている。

学問的なルーツはもと

もとドイツだが，私自

身はもっぱら近代日本

体育史を扱うために，図書館や資料館には足繁く

通う。

私はみなさんに「学ぶことを業とするひと」，

つまり大学生の基本的な要件として「年に百冊の

読書」を要求したい。１冊をすべて読みきらなく

ても，専門書以外でも雑誌であってもよい。分野

も問わない。月平均で８～１０冊，１週間に２冊と

いうペースは，夏休み，冬休みなどがあれば十分

可能である。それとともに大学４年間のうちに，

専門書あるいは小説・戯曲などジャンルを問わな

いが，特定の個人の全集（全作品）を読破するこ

とをお奨めする。読書の幅の広さとともに読みの

深さを身につけて欲しいからである。この２つは

はいずれも図書館を利用すればたやすく実現でき

る。

「例えばどんな人の作品を」と問われた時には，
しこう

「せっかく金沢大学に入学したのですから，四高

の大先輩，井上靖はどうでしょう。まず四高柔道

部が舞台に登場する『北の海』を読んでごらん。」

と答えることにしている。

井上靖（１９０７～１９８６）。昭和２（１９２７）年，２０

歳の時に第四高等学校理科甲類に入り，昭和５

（１９３０）年卒業後，九州帝大から京都帝大に入学。

やがて新聞記者から作家に転じ，『氷壁』やかず

かずの「シルクロード紀行」を発表した文化勲章

受賞作家，日本ペンクラブ会長を務めた作家であ

るとともに，四高時代は柔道部に明け暮れて主将

まで務めた人である。『北の海』に描かれている

ように，井上靖は体格や天分が物をいう立ち技よ

こ だ ま 第１４５号 ２００２年４月１日
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りも「練習量がすべてを決定する柔道」として寝

技を重視し，かつ夢見て，徹底して練習に明け暮

れるストイックな生活を自己に課した。

「私は高校時代を金沢の沈鬱な気候の中で，徹

底的な禁欲生活を送った。柔道部に籍を置いてい

たので，他の学生が持つような青春を享楽すると

いったゆとりはなかった」と回顧する。「明けて

も暮れても，私たちは道場で組み合っていた。冬

休みも春休みもなかった。夏期休暇だけ何日間か

家に帰ることができただけで，あとは柔道ばかり

だった。その頃私たちはお互いに言い合ったもの

である。学問をやりに来たと思うな，われわれは

柔道をやりに来たのである，と。」

「学校の運動部のあり方やスポーツのあり方に

ついて考える時，この私の経験した四高柔道部の

部員たちの生活にはいろいろな批判ができるが，

しかし私はこれを全面的に否定する気持ちにはな

れない。私たちが柔道をやったのは，柔道が強く

なりたいためでも，有名な選手になりたいためで

もなかった。全く各自が自己に課した一つの青春

の日の過ごし方であって，厳しく自分で自分を律

した一時期であったのである。その後体験した軍

隊生活よりもっと辛かったが，しかし軍隊生活と

違うところは，一方が全く権力によって強いられ

ているのに対し，他は自分が自分を律しているこ

とであった。その点私たちは道場という一つの修

道院にはいったようなものであった」。（「青春を

賭ける一つの情熱」）

このように井上靖は語り，井上文学のストイッ

クな美しさの源泉が金沢時代に由来することを述

べている。

私自身もこうした柔道部の練習方法やありかた

に共感する心情はあるけれども，部活動のあり方

としてはやはり問題をはらむものであったという

指摘はしておかなければならない。昭和４年，こ

うした部の運営や練習方針をめぐって対立が生じ，

大会直前に井上靖ら３年生全員が退部するという

事件が生じている。（そしてそのことを契機に井

上靖が詩作の道に傾斜していく。）（「解説」『石川

近代文学全集７』）

また四高の柔道部がずうっとこうしたやり方を

取ってきたものではないことも付け加えておこう。

私は井上靖の時代になぜこうした柔道部の運営が

行われたのかに関心を持っている。四高柔道部の

練習日誌や対戦記（「南下戦記」）は大正３年から

昭和２１年までほぼ３０年分が残されており（石川近

代文学館・四高記念室），今それらを少しずつ読

みすすめているところである。これらはごくおお

ざっぱに言えば，比較的練習量が少なかったけれ

ども勝てた大正３年から５年くらいまでの初期の

練習日誌と対戦記，以後大正９年まで７連覇を

飾った時期の，猛烈ではあるが比較的合理的な練

習のうえに常勝を続ける時期の練習日誌と対戦記，

そしていささか非合理な練習と悲壮感を漂わせつ

つ敗退を続ける大正１０年以後の練習日誌と対戦記

との３期に区分できるように思われる。井上靖が

第四高等学校柔道部に在籍したのは昭和２～４年，

ちょうどこの第３期の真っ只中だったのである。

（写真は昭和３年の練習日誌）

現代でも運動部のあり方はとかく批判の対象に

なる。私は本年度こうした運動部の文化が如何に

して作られていくのか，上に述べた四高柔道部の

資料を用いながら「スポーツ文化史」（教育学部

開講）として講じる予定である。

ともあれ，新入生の皆さん，いかがですか。「年

に百冊の読書を」。そして体育やスポーツはもち

ろん，文学に関心のおありの方もそうでない方も，

井上靖を在学中にぜひ読んでごらんなさい。

（四高柔道部の練習日誌）

金沢大学附属図書館報
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新入生歓迎特集

図書館が好き

留学生センター教授 三浦 香苗

私は図書館が好きで

ある。というより，書

庫の中のしめやかな雰

囲気が好きなのかもし

れない。図書館に入っ

て，「書庫に入っても

いいですか」と訊くだ

けでいい。受付カウン

ター近くのロッカーに

荷物を入れて，地下の書庫に降りていく。そして

目当ての本が隠れている書棚を探す。（もちろん，

その前に OPACで検索して書籍番号を控えてお

く。）静かな秘密の部屋でかくれんぼの鬼になっ

た気分で，足音を忍ばせて歩く。探しているうち

に，「あれ？こんな本が・・」と道草を食うこと

になる。目当ての本を見つけた時，かくれんぼは

終わって，嬉しいような，つまらないような気分

になる。

遠い学生時代に英文科の図書室でWilliam

Blakeの Songs of Innocenceの原本に出会ったとき

の感激と，そのような貴重な本を借りることがで

きると知ったときの驚きは忘れられない。

自分の好きなことを他者に押しつけるわけでは

ないが，新入生の皆さんには，「図書館が好き」

人間になってもらいたい。少なくとも，それは得

だということを知ってもらいたい。本の中には人

間の英知が詰まっている。それをタダで教えても

らえるのだ。もちろん，何でこんな本を出版する

のかと思うようなクズ本も氾濫している。それを

見極めるセンスを養うためには，先生や先輩から

情報を得ても，その後は，自分で努力しなければ

ならない。本当に上等のものは容易く手に入りは

しない。

とはいうものの，最近はパソコンによる検索シ

ステムが整備され，比較的容易に見つけたい本や

論文に行き着けるようになった。金沢大学所蔵図

書・雑誌は，図書館に備え付けのパソコンを使っ

て，OPACで簡単に検索できる。自分でできなけ

れば，係の方に教えてもらえる。図書館まで行か

なくても，インターネットのホームページから検

索できる。利用者登録さえしておけば，文献の借

用・コピー願いをネット上で出すことができる。

国会図書館所蔵図書目録も，NACSIS Webcat（学

外の大学・国立研究機関の総合目録）も検索でき

る。学内にない文献でも取り寄せてもらえる。至

れり尽くせりのサービスである。学生諸氏には，

このサービスを十二分に活用してもらいたい。

さて，金沢大学には，２００２年３月現在で３６０人

を越える留学生がいる。そのうち，留学生センター

所属の留学生は５０人あまりで，大学院予備教育の

日本語研修コース生，短期プログラム KUSEP生

（Kanazawa University Student Exchange Program），

日本語・日本文化研修生がいる。

彼らのために，図書館の利用の仕方，文献検索

の方法，書庫の利用法などのオリエンテーション

を図書館にお願いしている。日本語力の高くない

留学生の図書館利用は，各国語の新聞を読んだり，

テレビで海外の放送を見たりする程度に留まるか

もしれないが，文献の検索方法を知っておくこと

は，大学生・大学院生として必要なことだからで

ある。

私は，日本人学生にも図書館で文献を検索する

ことを勧めている。留学生と日本人学生のディス

カッションを行う教養的課目「日本事情２」を教

えているが，１年生の場合，研究レポートの書き

方を知らないと言う。そこで，レポートの書き方

の講義をしなければならなくなる。研究レポート
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は，この拙文のような「エッセイ＝思ったことや

感想を書いたもの」ではない。テーマについて調

査したり文献で調べたりしたことをもとに考察し

て，論を展開するものである。しかし，突然「感

想を書くのではなく，客観的に，わかりやすく論

を展開しなさい」と言われても，数ヶ月前まで高

校生だった１年生は，戸惑うばかりだろう。かく

て，レポートの書き方の講義が必要になってくる

わけであるが，その中で，文献を見つける作業に

ついて言及することになる。

そうして，話はまた図書館に戻る。入学したば

かりの１年生は，学部の研究室で先輩に教わった

り文献を探したりする機会はまだあまりないだろ

う。そういう学生は，自由に勉強したりくつろい

だりする場所も少ないキャンパス内で，どこに行

けばいいのだろう。学生食堂や総合教育棟のロ

ビーも悪くはないが，私なら図書館に行くだろう。

静かに勉強することもできる。文献を検索して，

思いがけず良い本に出会うこともできる。本屋で

探すのもいいが，専門書なら大学図書館の方が

揃っている。開架図書を自由に選ぶこともできる。

開架図書の留学生コーナーに行ってみるのもいい。

多くはないが，留学生のための日本語の教科書も

置いてあるので，外国語としての日本語がどんな

ものか，ちょっと覗いてみるのもいい。そして，

何よりも，書庫に入って，本たちの醸し出す静か

で知的な冒険の雰囲気に浸ることができるのであ

る。

大学は遊ぶ所ではなく「知」を育む所である。

「知」は向こうから勝手にやってくるものではな

い。新入生諸氏に

「新入生の皆さん，本に親しみ，自分で考える

力をつけてください。」

総合科目「大学図書館への招待：みずから学ぶ，
図書資料を楽しむ」 ―今年は４月１２日から―

今年で５年目となるこの科目も，ますます内容

を充実させて４月１２日に開講します。学生の皆さ

んの自主的な学習を支援するために開設されるも

ので，講義のほか，コンピュータを使っての検索

実習や，図書館内での資料の探索などもあり，頭

だけではなく手や足を動かすことが必要な科目で

す。前期課程２単位，金曜日２限目に次のような

プログラムで行う予定です。図書館を上手に使っ

て，大学生活の質を大いに高めてください。

第１回：はじめに－大学図書館の役割－

第２回：オリエンテーション（見学）

第３回：図書館の上手な使い方

第４～５回：気の利いた情報システム

第６回：学術情報の探し方

第７回：図書館の仕事・司書の仕事

第８回：歴史資料のおもしろさ

第９回：思想史研究と図書館

第１０回：科学史研究と図書館

第１１～１２回：金沢大学所蔵資料の紹介

第１３回：医学部分館・工学部分館案内

第１４回：まとめ

（昨年の「気の利いた情報システム」の１コマ）
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図書自動貸出返却装置を導入！
中央館・医学部分館で２月１日から，利用開始しました。

■ カウンターの混雑解消に一役，利用者のプライバシーも守られます。

■ 図書館スタッフの貸出返却業務の軽減により，レファレンスや利用案内，資料ガイドなど図書館本来

のサービスの向上を図ります。

──・──・──・──・──・──・──・──・──・──・──・──・──・──・──・──

磁気カード式の学生証・図書館利用券をお持ちの方は，カウン

ターを通さずに開館時間中，いつでも気軽に自分で図書の貸出・延

長・返却手続きができます。

利用できる図書は，表紙にバーコードラベルが貼られているもの

です。ただし，参考図書等禁

帯出図書，雑誌，フロッピー・カセット等AV資料はバーコードラ

ベルが貼られていても利用できません。装置にはかけないでくださ

い。また，他の分館・図書室で借りた図書の返却はできません。自

動貸出等のできないものは，今まで通りサービス・カウンターで手

続きをお願いします。

使い方は画面の指示通りに進めば簡単です。処理が済むと返却日を記載したレシートがでますので，確

認のうえ受取りください。エラーメッセージが表示されましたら，サービス・カウンターへお知らせくだ

さい。
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情情報報ララウウンンジジををごご利利用用くくだだささいい。。 医医学学部部分分館館

医学部分館２階の情報ラウンジに，パソコン１５台が設
置されました。
インターネットやメールを自由にお楽しみいただけます。
ヘッドホンも準備しておりますので，必要な方はサービ
スカウンターにお申し出ください。
学生の方は，最初に学生証で利用登録が必要です。
教職員の方は，あらかじめ総合情報処理センターに利
用申請をお願いします。

「シラバス（授業計画）２００２」記載参考図書の購入整備が完了

附属図書館では，大学の授業との連携を図るため，平成８年度からの「シラバス」に記載された，各授
業の教科書・参考図書を購入し，利用に供しております。
平成１４年度についても整備が完了しましたので，ぜひご活用下さい。

としょかん日誌（２００１年１２月～２００２年２月）
１２月６日 冬期休業期間中の長期貸出期間（中央館）
～２６日

１２月７日 金沢大学附属図書館シンポジウム「学術情報の流通とコンピュータ～学術出版の未来像
～」（金沢大学大学会館大ホール）パネリスト 中西秀彦（中西印刷㈱専務取締役），室井
尚（横浜国立大学教育人間科学部助教授），木越治（金沢大学文学部教授），和田敬四郎（金
沢大学附属図書館長）

１２月１２日 平成１３度附属図書館〔中央館〕防災訓練実施
１２月２７日 年末年始の休館
～１月６日
１月１７日 平成１３年度国立大学附属図書館事務部長会議（山形市ホテル・キャッスル）郡司良夫（事

務部長）出席
２月７日 電子ジャーナル説明会（富山大学附属図書館）棚橋章（情報サービス課長）出席
２月７日 平成１３年度目録システム担当者連絡会議（学術総合センター）守本瞬（総務係）出席
２月１９日 平成１３年度大学図書館等情報化支援会議（学術総合センター）村田勝俊（電子情報係長）出席
２月２８日 NACSIS−CAT/ILL講習会担当者会議（国立情報学研究所）村田勝俊（電子情報係長）出席
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読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。

表題地模様 ○Ｃ Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
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