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本学開学30
30周年に向けて図書館活用への期待
30周年に向けて図書館活用への期待
学長 筒井裕子
本年度は、昭和60年開学から30周年を迎えた。図書館の充実を図るため、図
書委員や司書の方々が日々努力し、図書館の利用向上に努めている。
平成15年4月に人間学部、平成23年に看護学部ができ、さらに平成27年には
大学院と助産別科が開設され、学生の図書館利用も次第に増加している。しか
し、さらに利用率が増加することを期待しているが、学生は「ネットの利用」
で満足している傾向がある。
図書館の機能として、資料・情報の提供や情報発信、図書の宣伝や普及など役割は大きい、
今後、益々の充実を図る必要がある。
開学30周年を迎えた今日、学生も教職員も図書館を大いに活用し、より良い学修・研究を行
い、充実した大学生活・研究生活を共に送りたいと考えている。
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図書館広報The Seisenians No.30 によせて
図書館長(看護学部教授) 小山敦代
平成27（2015）年4月に聖泉大学に就任し、図書館長を拝命しました。開学30
周年という記念すべき年に図書館長の役職は、本好きな者として有り難い気持ち
と同時に責任を感じている次第ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
本学は、昭和60（1985）年に短期大学としてスタートした大学ですが、平成
15（2003）年には聖泉大学として人間学部開設、平成23（2011）年には看護学
部開設、平成27（2015）年には大学院看護学研究科、別科助産専攻を開設し、
時代のニーズに対応できる人材育成を目指して改革と発展の道を歩み、図書館も
併せて充実してきております。
このたび、図書館広報The Seisenians No.30の発行にあたり、きちんとファイルされている創刊
号から全て目を通させていただきました。「本誌の名称The Seisenians は『聖泉人』を意味する造
語です。これは英語科の元客員教員John Michels（ジョン・マイケルズ）先生が考えてくださった
もので、学園に集うすべての人々を指す言葉です。本誌が学園の皆様に有益な情報をお届けできる
ようにと願う気持ちからつけました」1)とあります。
30年の様々な過程の中で、図書館が大学における知と情報の場として学生、教職員にとり大きな
役割を果たしてきたことが目に見えるようでした。特に立派な先生方へのインタビュー記事や「私
の薦めるこの１冊」からの感動や知が伝わり、図書館には世代を超えて伝えてくれる働きがあるこ
とを感じています。
本学図書館は、小さいながら基本的・一般的な書籍はもちろん、各専門領域に関する図書、雑誌
の類は大体揃っており、開架式で、手に取って眺め吟味し、楽しみながら閲覧室で読み調べたりで
きます。また、新聞、ビデオ、CD、DVDなど多くの情報メディアも完備され、年々充実してきて
います。また、データベース（PubMed、医中誌Web、CiNii等）と電子ジャーナルや雑誌（冊子
体）をつなげるシステムのSFX(リンクリゾルバー)により、全国の大学図書館で所属している図
書・雑誌の最新情報が検索でき、本学の図書館を通して図書を借り出したりコピーを入手したりで
きます。貸し出し用パソコンも15台あります。
次に本学図書館の課題としては、一つ目に、紛失本が多いということでした。そこで、遅ればせ
ながら、平成28（2016）年度からブックプロテクションシステムが入ります。これで課題解決につ
ながるでしょうが、大事なのは図書館資料等は大学の財産として各々が貸借責任という当たり前の
自覚が必要です。
二つ目は、学部学年によって異なりますが、アンケートから図書館を「ほとんど利用しない」
「不便を感じない」「インターネットで十分」という結果でした。また、「専門書（学習書）」の
利用が多いのは当然として、「一般教養書」が少ないのが大学生時代にしては寂しい気がします。
斎藤孝 2)は「本はなぜ読まなければいけないのか」という問いに対して「自分をつくる最良の方法
だからだ」と述べ、「読書力がある」ラインとは4年間に「文庫百冊・新書五十冊を読んだ」とい
う、「力」を「経験」という観点からとらえた規準をあげています。本学図書館には新書本も文庫
本もたくさん揃っています。時代の流れの中でインターネットや電子書籍に形を変えても学生時代
にこそ、「広く深く」読書を通して自己形成に繋げてほしいと願っています。
三つ目が、図書館の活性化です。勉学への楽しみは、図書館への親しみに比例するように思いま
す。学生生活の初めに、図書館の利用方法を知り、室内の雰囲気に馴染み、居場所を見つけ、図書
館へ行くのが楽しみといったことを期待します。そのためには、時代と利用者のニーズに対応した
環境の整備、情報資源の充実、静かでゆったりと学べる設備や雰囲気、開館時間の延長、休日開館
等も常に改善・更新し続けていきます。図書館の充実が大学の魅力を反映することを心して学生・
教職員が一体となりイキイキと活性化した図書館を40周年を見据えて創りあげていきましょう！ご
意見をお寄せください。よろしくお願いいたします。
1) 聖泉短期大学図書館広報The Seisenians, 第1巻1号、1997.4
2) 斎藤孝：読書力、岩波新書(新赤版801)、岩波書店、2002
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わたしの薦めるこの一冊
人間学部・看護学部の先生方・学生にお薦めの図書を紹介していただきました。

『創造の方法学』
高根 正昭

著

図書館内の場所

講談社（1979）
141.5 || T

図書館には、特有の匂いを感じます。古い文献を書庫から
引っ張り出して読んでいると、クシャミが止まらなくなり、
埃アレルギーを自覚してしまうこともありました。しかし、
図書館の紙と文字に包囲された静寂な安心感が堪らなく好き
です。映画をDVDで観ても、映画館のスクリーンで観る感動
には到底およばないように、いくらデジタル化が進んでも図
書の匂いや紙の手触りには替え難い思いを感じます。
ところで、本好きの一人として『わたしの薦めるこの一冊』を選ぶなら、小
説・エッセー・専門書など、それぞれの分野から衝撃を受け人生観を左右された
作品もありますが、今回は視点を変えて本の形態に注目してみます。本を図書分類ではなく、形態
で分けると「新書」というカテゴリーがあります。昨今、若者の本離れが叫ばれますが、この文章
を読んでいる学生諸君は、ぜひ新書を面白がって読んでほしいと思います。なぜなら、新書は時代
の投影のようなもので、自然科学、社会科学、人文科学のトピックスを安易に述べてくれるからで
す。
本学図書館では、岩波新書と講談社現代新書を中心にコレクションされていますが、ほかにも集
英社新書・小学館新書・祥伝社新書・新潮新書・幻冬舎新書・扶桑社新書・文春新書・有斐閣新書
などと各出版社から毎月数多く出版されています。あつかましいのを承知で、この場を借りて本学
図書館にお願いさせていただくならば、毎月ごとに書店で売れている新刊新書のベスト10を、出版
社にこだわらずに本学図書館に備えていくのはいかがでしょうか？
単行本や文庫本のベスト10ではなく新書ですから、少なくとも知の篩にかけられた書物です。学
生諸君が新刊新書を手に取る喜びは、本離れから引き戻す最大のモチベーションになり、学問に挑
む問題意識を創発するきっかけになれば素晴らしいことでしょう。
それならば…というわけで、今回は新書に限定して選択すると、『創造の方法学』（高根正昭,講
談社現代新書）をお薦めします。内容は、タイトルからもうかがえますが、思考のしかたと創造の
方法を非常にわかりやすく説いています。一部をご紹介しますと、「知的創造とは何だろう？ 問題
と原因はどうみつけるか？ 理論と経験を繋ぐのは？ 科学的説明とは？ 単変量解析と多変量解析と
は？ 質的研究法の視点は？…」などについて、事例を示しながら展開しています。好奇心や閃いた
アイディアを大切にしながら、研究の組み立て方のヒントが得られ、すぐにでも研究を始めたくな
る欲求に駆られるかもしれません。
少し理屈っぽい話になりますが、仮に2つの変数があったとして、2つの変数が共変することと、
どちらかの変数の変化がもう一方の変数の変化を喚起させることは全く別の話であり、それぞれは
相関関係と因果関係です。しかし、とりわけ社会科学において解釈の混交は目を覆うばかりです。
実証研究における基本的思考がなされずに議論を迎えることもあります。重複しますが、この本で
は、このような当たり前のことも具体的な事例から整理でき、大学生活の早い時期にぜひ読んでい
ただきたい一冊です。読み終えると、これまで何気に受講していた講義から新たな問題意識が降っ
て湧くかもしれません。
新刊新書にはオモチャ箱のように、時代を映す発見や提案やトピックスがゴッソリ詰まっていま
す。タイトルだけで手にしてもいいと思います。斜め読みだけでも、途中で読むのをやめてもいい
でしょう。でも手に取る一瞬が、新しい世界との出逢いになると思えば、次から次に触れたくなっ
てきます。新書と触れるきっかけが、生涯の趣味や仕事や研究テーマを選ぶ重大なヒントになるか
もしれません。
(人間学部 准教授 脇本 忍)
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『専門家の知恵
反省的実践家は行為しながら考える』
ドナルド・ショーン 著
図書館内の場所

ゆみる出版（2007）
316.33 || S

一冊の本そのものが福袋に似ている。しかし、本が人生
の福袋と違うのは、何度でも封を切れるところだろうと
言った人がいる。
本書は、ドナルド・ショーンによって1983年に著された「反省的実践家―専
門家は行為の中でどう思考するのか」の翻訳書である。その内容は、専門家の
実践と責任と倫理が問われる30年余を経た現代においても、多くのことを我々
に問いかけている。反省的実践家とは、ショーンの提示する専門家像を示す概
念であり、オリジナルな造語である。専門職は、その語源において、「神の宣
託」を受けたものを意味している。したがって、牧師、大学教授、医者、弁護士などが代表的で
あり、公共的使命と社会的責任において定義されている職業である。原著は三部十章で構成され
ているが、本書は原著の理論の中核が提示されている第一部第二章と結論が提示された第三部第
十章の前半が佐藤学・秋田喜代美らによって翻訳されたものである。
本書においては、技術的合理性にもとづく技術的熟達者から、行為の中の省察にもとづく反省
的実践家に関して歴史的流れにそって説明されている。技術的合理性とは、実証主義の実践的認
識論であり、19世紀後半に近代の大学で制度化されていった。さらに専門職が発展するにつれ、
理論が優先され、実践という行為を見下げるようになる。しかし、実証主義者たちは感覚的経験
の要素に還元できない、経験的知識を基礎づける必要性に気づいた。大学は、新たな科学的知識
を専門家に与え返し、その新たな知識を適用し検証するのが専門家の仕事であるとした。直観的
な行為が驚きや喜び、希望や思いもかけないことへと導くとき、行為の中で省察することによっ
てそれに答える。専門家の専門性とは、活動の過程における知と省察それ自体にあるとする考え
方、思考と活動、理論と実践である。
「反省的実践家」は、「状況の対話」を展開しているだけではなく、それと併行して「自己と
の対話」を展開している。「マイナーの専門職」と呼ばれてきた教師や看護師や福祉士、図書館
司書などを鼓舞し、大きな影響を与えてきているのである。
(看護学部 准教授 大川 眞紀子)
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『星の王子さま』
サン＝テグジュペリ

著

図書館内の場所

岩波書店（1985）
953 || S

「心で見なくちゃ、物事は良く見えないってことさ。か
んじんなことは、目に見えないんだよ」という言葉は、私
が読んだ「星の王子さま」の中に出てきて、私の心に深く
印象付けられ一言です。この本と出会ったのは、日本に来
てから一番落ち込んでいたころでした。家族の反対を顧み
ず日本に留学し、経済的な援助も断り、二つのアルバイトを掛け持ちするとい
う留学生活を始めた頃でした。学業との連立に苦しんだり、日本語が下手なた
め、バイト先の上司から怒鳴られたりして、理想と現実の乖離の大きさを改め
て認識しました。
「星の王子さま」では、愛するバラと分かれて宇宙を旅するうち、いろいろな体験をしたこと
が書かれています。冒頭のセリフは物語の中で、キツネが王子さまに語った言葉で、私にとって
は読めば読むほど深い意味を持った言葉として胸に響きました。また、砂漠の中で物語の著者が
王子様から聞いた言葉、「砂漠が美しいのは、どこかに井戸を隠しているからだよ。」にも共感
を持ちました。どちらも、目の前に見えるものより、見えないものに本当の価値がある事を教え
てくれました。
私は、日本に来て一番苦しい時期にこの本と出会い、目の前の苦しみとは裏腹に自分が少しず
つ日本語が上手になり、バイト先での仕事について責任感がわいてきたり、自分が親元を離れて
自立した生活ができるようになって来たことを自覚し、それと共に親と一緒に生活していたとき
には感じなかった親のありがたさなどを改めて知ることができました。
これからもいろいろ新しい苦労に遭遇することがあると思いますが、私はそのような時、「星の
王子さま」を思い出せばきっと乗り越えていくことができると信じています。いずれにしろ、一
生かけて味わい続けることができる良い本に出会ったことは幸せな「出会い」だとうれしく思っ
ています。
(人間学部人間心理学科 ４年 許 文枚)

わたしの図書館活用術
私が図書館を利用し始めたきっかけは、１回生の時の授業で使用している教科
書だけではうまく課題がまとめられなかった時に利用したのがきっかけでした。
図書館の本を利用して自分にあった物やまとめやすい、分かりやすい本を探して
利用し、課題を行っていました。また、技術演習の前に教科書だけでは分からな
い所は、写真で分かりやすく説明している本もあったので本を借り、授業中に利
用したりして、技術習得の際に本を活用しました。授業以外では、臨地実習の際
にも多く利用しました。臨地実習に出ると教科書には詳しく記載されていない疾
患の患者さんを受け持たせてもらう機会がありました。疾患を理解するために図
書館の本を利用して詳しく記載されている本を探したり、疾患だけでなく治療が詳しく記載された
本を利用しました。一般的な疾患でもより解剖生理から理解できるように図書館の本を活用しまし
た。また、看護過程を行う際の、看護計画で患者さんに看護的なリハビリテーションを行う時やレ
クリエーションを行う際の参考資料に図書館の本を活用しました。
授業や実習が終わり４回生では、卒業研究があります。卒業論文の作成の前に研究したい分野の
原著論文を検索する際に、図書館のパソコンを利用し医中誌Webで検索したり、雑誌から関連のあ
る論文を図書館の司書さんと一緒に探してもらったりして、沢山の論文を調べ読みました。また、
卒業論文作成に必要な歴史や時代的な背景を様々な本から探すのに図書館の本を利用しました。私
は、看護師の職務満足度の研究をし、図書館の本で看護白書を利用したり、雑誌の看護管理などを
多く利用しました。
私は図書館で勉強することも多くありましたが、自分の気分により自宅で勉強したりしていまし
た。本を借りるだけでなく自分の気分で図書館を利用できることがいいです。
(看護学部看護学科 ４年 加藤 つぐ美)
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2015年度

図書館アンケート結果報告
学部生を対象に実施したアンケートについて、結果の一部をお知らせします。

Ｑ.2014年度
開館時間満足度
Ｑ.図書館の利用目的
2.6% 6.0%
2.9%

1.7%
4.5%

図書館資料の利用

23.6%
16.7%
23.9%

Ｑ.よく利用する資料

24.4%

授業の予習・復習

0.6%
1.1%

専門書（学習用）
一般教養書
就職関連

0.9%

定期試験の準備

雑誌

10.8%
42.6%

レポート・論文作成

8.6%

館内パソコンの利用

9.6%

インターネット利用
その他

19.6%

新聞
辞書等
小説等
新書
視聴覚資料
その他

図書館の利用目的
図書館を利用する目的として最も多かったのが、「図書館資料の利用」でした。授業の空き
時間などを利用して、多くの方が、学習されている姿が見受けられました。
よく利用する資料
専門書、一般教養書、就職関連書の順に利用が多かったです。授業の予習・復習、レポート
作成、就職活動などに利用できる資料が図書館にはたくさんあります。幅広い蔵書を活用し
て、さまざまな課題を解決し、豊かな学生生活を送って下さい。

特に多かった利用者の声にお答えします。
★閲覧席数が少ない。
普段はそれほど、混雑することはないのですが、定期試験前になると図書館の利用が非常に
多くなり、混雑します。閲覧席数をすぐに増やすことは難しいのですが、利用者にマナーを守っ
てもらい、少しでも多くの方に利用できるように働きかけたいと思います。
★貸し出し冊数・期間（貸し出し冊数・期間をもう少し増やして欲しいとのこと。）
図書を利用してもらうことは、図書館としては非常に有り難いことです。特に「実習中に
長く借りたい。」との要望があるので、今後、「実習貸出」ができるように働きかけたいと
思います。

皆様から多数いただきました貴重なご意見を図書館職員全員で共有し、今後の図書館サービ
スの改善・充実のために、有効に活用していきたいと考えています。 アンケートにご協力
くださり、ありがとうございました。
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聖泉大学学術機関リポジトリについて
2015年6月に「聖泉大学学術機関リポジトリ」を一般公開しました。
2016年1月31日現在の論文登録件数と利用状況をご報告致します。

機関リポジトリ登録状況
コンテンツ

論文登録件数

聖泉論叢

584

聖泉看護学研究

68

小計

652

機関リポジトリ利用状況
7月
閲覧回数
ダウンロード
回数

8月

9月

10月

11月

12月

1月

666

355

385

394

371

385

384

1,710

1,304

2,163

2,295

2,834

2,867

3,754

最も閲覧された論文
1.

4歳から6歳の幼児をもつ母親の育児負担感と自己効力感,ソーシャルサポートの関連
鈴木 美佐, 古株 ひろみ
聖泉看護学研究 4, 11-20, 2015
閲覧回数：180回

2.

高校運動部活動における生徒の内発的動機づけと指導者のフィードバック行動および
生徒と指導者の関係 : 性別・学年・競技水準・競技種目からの検討
松井 幸太
聖泉論叢 22, 71-83, 2014
閲覧回数：115回

3.

病棟看護師の退院支援の現状と課題 : 患者が地域へ安心して戻るために
川嶋 元子, 森 昌美, 松宮 愛, 磯邉 厚子
聖泉看護学研究 4, 29-38, 2015
閲覧回数：114回
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聖泉大学学術機関リポジトリについて
最もダウンロードされた論文
1.

基礎看護学実習Ⅰにおける学生の学び : レポートの分析
今井 恵, 松永 早苗, 千田 美紀子, 井上 美代江他
聖泉看護学研究 4, 39-46, 2015
ダウンロード回数：1,493回

2.

疼痛アセスメントにおけるVisual Analogue Scale : VAS使用に関する文献レビュー
中島 真由美
聖泉看護学研究 4, 83-89, 2015
ダウンロード回数：1,116回

3.

地域福祉の概念形成と展開
李 相済
聖泉論叢 12, 117-130, 2004
ダウンロード回数：778回
図書館では、今後、機関リポジトリのコンテンツを増やしていく予定です。
本学のリポジトリ発展のため、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

<平成27年度 図書委員会メンバーからの一言>
・聖泉大学図書館に集う「The Seisenians」、「知・情・意」バランスの
響きを奏でましょう！

看護学部教授

小山 敦代

・中国語では“読万券書、行万里路”の名言があります。万券の本を
読み、万里の旅をせようという意味です。沢山本を読みま しょう。

人間学部教授

李艶

・図書館は、知識の宝庫です。

看護学部准教授

間 文彦

・こんな本が！図書館に来てみては。

人間学部講師

小澤 克彦

・図書館は宝の山。宝探しをしないなんてもったいない！

看護学部講師

西垣 里志

・利用者の声を大切にして、明るい図書館をつくっていきたいです。

図書館司書

山川 直美

・図書館を活用して、より豊かな学生生活を！

図書館司書

加納 香織

・もっと本を読み、知識を深めよう！

図書館職員

宮川 喜秀

<図書館職員からの一言>
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