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           和歌山大学附属図書館メールマガジン 

                              第 13 号 

                              平成 20 年 12 月 15 日  
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☆ 図書館からのお知らせ 
   ＝平成 20 年度冬季休業に伴う長期貸出＝ 

   【学生用図書】 

     平成 20 年 12 月 13 日（土）～12 月 26 日（金） 

   【学生用以外の図書】 

     平成 20 年 11 月 27 日（木）～12 月 12 日（金） 

   上記期間中の貸出図書の返却期日 

     平成 21 年 1 月 13 日（火） 

   対象者：学部学生・大学院生・専攻科生 

 

※ 詳しくは、ホームページ（http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/）のカレンダーをご

覧ください。 
 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

☆ 「本が泣いているよ(T_T)」 

   切り取りや書き込みのために、利用できなくなる図書館資料が増えています。一部

の心無い利用者のために、多くの利用者が迷惑をこうむっています。図書館資料は、

大学の財産です。傷つけないようお願いします。 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

絶対に 
やめてね！！ 

書き込み図書 
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☆ 蔵書検索システム（ＯＰＡＣ） 

図書館システムの更新に伴い、平成 20 年 9 月 1日から蔵書検索システムが以下のとお

り（下図）かわりましたのでお知らせします。 

利用するには、図書館のホームページから「蔵書検索」をクリックし、さらに「和大

図書館蔵書検索」をクリックすると、検索画面が表示されますので書名や単語などの検

索語（キーワード）を入力して、求める資料を探してください。 

    アドレスはこちら→ http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/ 
 
  【検索の流れ】 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
     
                  
 
 
 

※検索方法がわからないときは、「ヘルプ」をクリックすると「ＯＰＡＣ利用ガイド」

が表示されますのでご覧ください。 

該当した資料
が、一覧表示さ
れます。 

・検索語を入力します。 
  例）「経済 観光」 
・複数の語を空白(スペース)で区切

って入力します(AND 検索) 

「検索」をクリックします。 

① 

② 

① 書誌情報 
② 所蔵情報 

・配架場所 
・請求記号 
・図書番号 
・状態 

が表示されます。 

求める資料の行をクリッ
クします。 
 例）「観光と地域経済」 

配架場所欄では、クリックす
ると、配置図が表示されま
す。（書庫は表示されません） 



- 3 - 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
☆ コーナーの紹介 

--- 蔵書検索コーナーを 2階に設置！！ --- 
 利用者に利便性を提供するため、1 階の蔵書検索コーナーに加え、２階にも蔵書検索コ

ーナーを増設しました。検索端末 2 台を設置しています。 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
☆ 附属図書館案内作成 

  広報活動の一環として、図書館案内を作成しました。また、ホームページからも、図

書館案内（電子版）を公開しています。 

  電子版は、図書館のホームページから「図書館利用案内」をクリ

ックし、さらに「図書館案内（電子版）」をクリックすると、ご覧

いただけます。 
アドレスは、http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/ です。 

 
 
 
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

☆ 貴重資料の電子化 
紀州藩文庫資料の「論語補解」全 4 冊を電子化しました。 
本書は、中国の儒教経典で、孔子の言行をまとめた古代の書物「論語」に対する山本

楽所の注釈書です。（和歌山藩校である学習館が出版） 
図書館のホームページの―紀州藩文庫「論語補解」の電子化― 

「論語補解」をクリックしてください。 
 
 
アドレスは、http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/ です。 

設置場所 

2 階 

1 階 
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「ケンブリッジ・キングズカレッジ・アーカイブセンター」 

 
 2008 年 9 月 4 日～8 日に、イギリスのケンブリッジ大学キングズカレッジ（左図）に行

ってきました。私は経済学の歴史を研究しています。今回の目

的は、ケインズという経済学者の資料を閲覧すること、必要な

部分を記録することでした。ケインズについて少し紹介しまし

ょう。ケインズはイギリスのケンブリッジに生まれ、一時離れ

ることもありましたが、研究者としての一番よい時期をケンブ

リッジで過ごしました。そしてケインズの経済学に対する貢献

は多く存在するのですが、現在の経済学との関連で注目されて

いるのが、1910 年代から第二次世界大戦までの経済的なグロ

ーバリゼーションの流れの中で、各国（特にイギリス）の金融

経済における自律性を主張した点です。ケインズは、ケンブリッジにおいて、世界経済の

大きな流れを見つめながら、各国の経済的な自律性を守るためには、特定の国家と強く結

びつく貨幣や金融機関が国際的な経済の中心であるべきではないという考え方を醸造して

いきました。 
 今回の私の目的も、その問題関心、つまりケインズはどのような構想に基づきその考え

方を醸造していったのかを跡付けることが目的でした。 
 ケインズは国際的に有名ですし、ケインズの遺したものが多く存在するキングズカレッ

ジのケインズ文書も有名です。実はこの文書のマイクロフィルムは 1993 年に販売されてお

り（約 500 万円）、日本でも複数の大学が所蔵しています。しかしケインズ文書は一次資料

でして、ケインズやケインズと関連のある人々の手書きの資料が多く含まれていますので、

マイクロフィルムで読みこなすのはとても疲労します。そしてキングズカレッジのケイン

ズ文書に、それまで失われていたケインズ文書の一部が 2006 年に復活したという情報を入

手し、それらの資料の中に上の研究に関するものを見出せないかという思いで、キングズ

カレッジを訪ねることにしました。 
 キングズカレッジの図書館には、アーカイブセンター

(右図)があります。ケインズ文書はそのアーカイブセン 
ターにありますので、訪ねる前にアーカイブセンター 
に、アポイントメントをとる必要があります。所属・目 
的物・訪問日・質問などをアーカイブセンターのアーキ 
ビストに連絡をしました。とても親切な方ですぐに返事 
を頂けました。しかし問題が 3 点ありました。1 点目 
は、Web ページで検索した内容とアーキビストが主張 
している内容が違う点、2 点目は、写真付きの ID カードを 2 種類持参せよと書かれていた

のですが、パスポート以外には他に ID らしきものが存在しないという点、3 点目は、紹介
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状を持参せよと書かれていたのですが、国際的に通用するフォーマットは和歌山大学附属

図書館では見たことがありませんでした、さらに東京外国語大学では、「申請から発行まで

2 カ月かかる」と書いてあります。さてどうなるのかしら？ 
 1 点目は、Web ページの記載内容に間違いがあったことが判明し、アーキビストが早急

に修正しておりました（おまけに内容が拡充していました）。2 点目は、仕方がないので国

際免許証を取得しました（大学の ID カードは応用できませんでしたね）。3 点目は、自分で

作成し、図書館の職員の方と図書館長にご迷惑をおかけし、2 日程度で発行してもらいまし

た（システムとして確立しない方がよいのかもしれません・・・すみません）。 
 キングズカレッジでは、残念ながらライブラリー(左 
図)には一度も行かず(正確には、アーカイブセンター 
は 3 階にあり、そこに行くためにはライブラリーを通 
過するので行った事になります)、アーカイブセンター 
に籠りました。日本の研究者も一人いましたが、アメ 
リカや他の国からの研究者も来ていました。目的はそ 
れぞれで、中にはキングズカレッジ創設以前の資料

（14 世紀以前）を研究している方もいるようでした。キ

ングズカレッジは歴史的建造物でもあります。したがってアーカイブセンターには、10 人

程度しか入ることができません。しかしアーカイブセンターはとても落ち着きますし、き

れいでした。こちらの Web ページ

（http://www.kings.cam.ac.uk/library/archives/index.html）で一度ご覧下さい。またアー

キビストは、和歌山大学附属図書館の職員同様とても親切でした。ただし、時間には厳格

でして、お昼には食事に追い出されました。（他方でロンドンからケンブリッジの電車は、

機械のトラブルで途中止まってしまったのですが、随分と悠長な対応でした。おかげで、

研究時間が削られてしまいました。） 
 今後、外国の研究機関への紹介状を依頼する場合には、時間的余裕を考慮いたします。

その節にはまた図書館の方にお願いすることになると思いますので、ご協力をよろしくお

願いいたします。 
 
                          （経済学部准教授 阿部秀二郎） 
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☆ 新着図書情報 

 
書 名 著者等 出版社 請求記号 

Google が消える日 小山雄二著 カナリア書房 007||3||KY 

心理学論文の書き方 都筑学著 有斐閣 140||7||TM 

稲作渡来民 池橋宏著 講談社 210||2||IH 

日本の経済成長と景気循環 藤野正三郎著 勁草書房 332||105||HS 

3 年で辞めた若者はどこへ行ったのか 城繁幸著 筑摩書房 366||29||ZS 

教員養成学の誕生 遠藤孝夫, 福島裕敏編著 東信堂 373||7||ET 

日本における大学自治制度の成立 寺崎昌男著 評論社 377||21||TM 

理系のためのレポート・論文完全ナビ 見延庄士郎著 講談社 407||||MS 

ガリレオの迷宮 高橋憲一著 共立出版 423||1||TK 

歩くとなぜいいか? 大島清著 PHP 研究所 498||3||OK 

ひとりでできる着付けときもののマナー 主婦と生活社編. 主婦と生活社 593||8||Sy 

店長の仕事 佐藤博樹, 鎌田彰仁編著 中央経済社 673||7||SH 

日本が支える観光大国アメリカ 浅羽良昌著 昭和堂 689||253||AY 

奇想の江戸挿絵 辻惟雄著 集英社 721||8||TN 

はじめての茶の湯 北見宗幸監修 成美堂出版 791||||KS 

はじめての簡単いけばな 竹中麗湖 [著] 世界文化社 793||||TR 

ネイティブに負けない「英語力」  松本道弘著 たちばな出版 830||7||MM 

流星の絆 東野圭吾著 講談社 913||6||HK 

ちんぷんかん 畠中恵著 新潮社 913||6||HM 

東京島 桐野夏生著 新潮社 913||6||KN 

孤宿の人 上、下 宮部みゆき著  新人物往来社 913||6||MM 

クルマのない生活 今泉みね子著 白水社 914||6||IM 

 他 316 冊入りました。 

 

 

//編集後記//-------------------------------------------------------------------- 

 図書館では、いろんなジャンルの資料をそろえています。新着図書も含めおおいに活用

していただき読書三昧はいかがでしょう。 

図書館では、皆様とのコミュニケーションを図っていきたいと思っております。どんな

些細なことでも結構ですのでご質問、お問合せ、ご感想等を下記アドレスまでお寄せくだ

さい。良き交流の場にしていきたいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。（ス

タッフ一同） 

******************************************************************************** 

編集・発行：和歌山大学附属図書館 

    TEL：073-457-7903                   

    FAX：073-457-7919 

    e-mail：unyo@center.wakayama-u.ac.jp 

******************************************************************************** 


