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1 次資料と図書館
経営学系

助教

平山勉

首都大学東京南大沢キャンパスの正門から構内に入
ると、郊外の大学らしい解放的な空気に包まれる。アー
ケード沿いにしばらく歩いていくと、近代的な外観の
首都大学東京図書館本館が見えてくる。図書館正面か
らみた円柱状の構造物からは、
「真理があなたたちを
解 放 す る」と い う 意 味 を 示 す「VERITAS

VOS

LIBERABIT」が目に飛び込む。館内は開架から書庫に
至るまで非常に整理されており落ち着いた雰囲気を演
出している。そのなかで利用者は、無数の書籍に囲ま
れながら、各々の志向に即した本を選び時間を過ごす。
それは首都大学東京図書館本館に限らず、地域図書館、
各大学図書館、国会図書館等の風景となる。図書館は、
公衆の利用に供する機関として役割を担っているので

東京関係資料

震災関連の資料

ある。
しかし、その裏側で図書館はもう一つの機能を有し
ている。１次資料の収集と保存、整理である。
「１次
資料」とは、
図書館用語では図書や雑誌論文などの「そ

れた調査票の小票、
③同時代的な録音・録画、
④当事者

れ自身で完結したオリジナルな情報を収録している資

が作成した日記・日誌・議事録・会報などの文書資料、

料」（図書館用語辞典）を指す1）。一方で、筆者の専

がそれに当たる。「１次史料」と表記した方が分かり

門分野（経済史・経営史）の「一次資料」は、研究し

易いかもしれない。図書館は、図書館法により「図書、

ようとする当の人にとって、原資料との距離が、いわ

記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、

ばゼロである資料となる 。言い換えれば、「その資

一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリ

料のもとになる資料がない資料」ないしは「もうそれ

エーション等に資することを目的とする」( 第 2 条 )

以上にはさかのぼることのできない資料」
、あるいは

社会教育のための施設であるとされるように、収集し

「他の収集家や研究者の手を経ていない資料」である。

た比較的大量の資料とその中に記録されている内容

2）

①フィールド・ノート、②回答や語り、それが記録さ

( 情報 ) を人と結びつけているのである。
例えば首都大学東京の図書館 HP には、特別コレク
ションとして整理された１次資料群が掲載されてい
る。水野家文書 ( 貴重資料 )、堀江家文書 ( 貴重資料 )、
花房義質関係文書 ( 貴重資料 )、上原勇作関係文書 ( 貴
重資料 )、土方久元関係文書 ( 貴重資料 )、高橋是清関
係文書 ( 貴重資料 )、衾村文書 ( 貴重資料 )、東寺方文
書 ( 貴重資料 )、松本文庫 文書の部 ( 貴重資料 )、松本
文庫 図書の部、穂積文庫、明治文学雑誌、柴田文庫、
家永教科書訴訟関係資料、東京関係資料などだ。経済・
経営の歴史分野との関連で言えば、高橋是清関係文書
( 貴重資料 )、東京関係資料が非常に興味深い。
高橋是清は3）、両大戦間期に総理大臣・大蔵大臣を
務め「2・26 事件」で暗殺された人物である。特に大
蔵大臣時代の評価は高く、「高橋財政」として知られ
ている。同図書館では、明治 20 年（1887 年）迄の高

東京関係資料の書架（B2階）
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橋是清宛書簡と辞令や暗殺された 2･26 事件当日の辞

令、ペルー銀山採掘関係の史料が所蔵される。また、
歴史、地理、行政、統計、産業、文学など多方面に収集・
整理された東京関係資料では、関東大震災（1923 年）
関連の資料が注意を喚起する。周知のように関東大震
災は関東南部を震源域とするマグニチュード 7.9（推
計）の大地震であり、関東の南部に大きな揺れと津波
の被害をもたらすとともに、東京市及び横浜市を直後
の火災によって灰燼に帰すこととなった4）。津波、火
災等によるものを含めた死者・行方不明者は 10 万人
超5）、55 億円超の経済損失であったと計算されてい
る6）。この苦難を当時の人々がどのように認識し、復
興に向けた計画を立案し実行していったのかを同資料

高橋是清関係文書の一部

群は記録し、現在の我々に伝えてくれるのである。
このように、
「1 次資料」は、過去の人々の考え方
や社会生活の在り方などの多くの情報を、現在の我々
に歴史を解明するための光となって提供してくれる。
その一方で、その光源を得るためには多大な時間と労

う。このコラムに目を通している学生がいるのなら、

力を要する。刻々と進展し情報を蓄積していく時代に

一度大学の図書館へ足を運び「1 次資料」に触れ過去

資料の保存や整理・公開が追いついているとは言い難

と対話し、そこからなにかを感じ取って欲しいと願う。

い。2011 年 4 月には、日本の行政機関の省庁におけ
る「公文書」の管理方法を定めた法律である「公文書
等の管理に関する法律（公文書管理法）」が施行された。
同法により「1 次資料」の保存と整理の進展が期待さ
れるが、同法律の成立過程で指摘された「公文書管理

貴重資料閲覧方法

の先進国であるアメリカの国立公文書館の職員が
2,500 人であるのに比して、日本は僅かに 42 人となっ

1. 各文書の目録等で資料を特定し、

ている。今後、新たな文書保存施設の整備や職員の大

図書館本館までご連絡ください。

幅な増員、文書管理の専門家育成などが急務となる」

2. 利用希望日の一週間前までに、

との文言が日本の資料整理の現状を物語っている。過
去の人々が行ってきたように我々が将来の人々へと現
在を受け継いでいく持続性を見通すとき、こうした活
動への理解と支援の一層の進展が望まれる。より多く

貴重資料閲覧申請書 ( 様式 1) を
提出してください。申請書は図
書館ホームページよりダウン
ロードすることができます。

の研究者が歴史的な資料に関心を払い、学生が自らの
社会の歴史に触れる機会を提供することが重要となろ

（図書館本館）

1） 図書館用語辞典編集委員会編『最新 図書館用語大辞典』2004
2） 「１次資料」に対して
「2次資料」とは、誰が、どの雑誌の、何巻、何号の何ページに、どういう論文を書いている
かを教えてくれるもの。つまり、1次資料を探すための資料である。書誌、抄録、索引、文献目録などがこれに
当たる。
3 ） 高 橋 是 清 に 関 す る 書 籍 と し て は 、 城 山 三 郎『 男 子 の 本 懐 』 新 潮 文 庫 ，1 9 8 3 ．7 0 4 円（ 法 学 ： 法 政 研 究 室 ,
（人間の記録，81）日本図書センター，1983．1,890円、リチャード
/913.6/Sh89d/1999）、高橋是清『立身の経路』，
・J・ スメサースト著，鎮目雅人，早川大介，大貫摩里訳『高橋是清 ―日本のケインズ

その生涯と思想』東洋

経済新報社，2010．5,250円（本館：2F一般書架,/289.1/Ta33s/2010）、などが推薦される。
4） 武村雅之『関東大震災 大東京圏の揺れを知る』鹿島出版会，2010．2,415円（本館：3F一般書架, /453.2/Ta63k/2003）
5） 社会局編『震災調査報告』第2章．1924
6） 東京市編『震災ニ因ル日本ノ損失』1925の推計による。
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受入担当
閲覧担当

ஜМဇᎍ⇈∙⇗∞⇮⅙ኽௐإԓ

大橋由美
鵜川良恵

図書館本館では、よりよいサービス提供のため、学生・教員を対象とした利用者アンケートを実施しました。
今回はその結果概要をお知らせいたします。

①アンケート実施概要
実施期間：2013 年 11 月 11 日（月）〜 2013 年 12 月 1 日（日）
回答方法：Web 回答（学生：学生ポータル、教員：専用アンケートフォーム）、紙回答

②アンケート結果
1. 回答者身分内訳

2. 図書館利用頻度
全く利用したことがない
8人、1％

教員
123人
21％
大学院生
62人
11％

年に数回以下
62人、11％
学部生
402人
68％

回答総数：587人

月に1〜2回
134人
23％

未回答
4人、1％

週3回以上
155人
26％

週1〜2回
224人
38％

3. 主な各項目の満足度について（5 段階評価）
内容

全体平均点

教員平均点 学生平均点

1. 図書館本館の開館日、開館時間について

3.6

2. 図書館本館内の清潔さ及び快適さについて
3. 図書館本館の閲覧席について
4. 図書館本館のラーニング・コモンズ各スペー
スについて

3.8

4

3.8

4.1

3.7

3.4

3.9

3.6

4.1

3.6

3.7

2.9

3.6

3.7

4

3.9

5. 図書館本館内のパソコン等について

3.7

6. 図書館本館の蔵書の充実度について

3.2

7. 図書館本館のレファレンス（検索・調査・研
究・相談等のサポート）及び対応について
4. 主な自由意見

3.5

3.9
0

2

4
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平日、土曜開館時間を延長してほしいです。（学生）
閲覧席の蛍光灯がつかないことがあるので、早目に直してほしい。（学生）
冬はともかく、夏は少しあつい。（学生）
館内見取り図が HP で見られた方が便利だと思います。
（教員）
学術論文誌の種類をさらに充実・電子ジャーナルの長期的な充実を。（教員）

③まとめ
今回の満足度では、概ね 3.9 以上と平均点（3 点）以上の結果を得ることが出来ました。自由意見では、学生の皆さんから
は開館時間の延長や休日開館について、教員の方からは蔵書や電子ジャーナルの充実について多くのご意見が寄せられました。
その他にも、照明や空調などの施設関係の問題へのご指摘、温かな励ましの言葉などもいただきました。今回の結果をもとに、
より一層図書館本館のサービス向上を図りたく思っております。
改めまして、設問数が非常に多かったにも拘らず、アンケートへご協力くださいました皆様、誠にありがとうございました。
これからも図書館本館をどうぞよろしくお願いいたします。

3

皆さん、ご入学・ご進学おめでとうございます。昨年度は、多くの学生さんが学習相談デスクに来てくださいました。
お役に立つことができたなら、我々スタディ・アシスタント（以下「SA」と表記）はうれしい限りです。今年度も、皆
さんの学生生活が実り多きものになるよう、粉骨砕身いたします！どしどし相談にきてください。（SA 一同）

新入生諸君！ SA とは

HPリニューアルしました

図書館本館「コミュニケーションスペース」内の学習相

SA のホームページが新しくなりました。各 SA の自

談デスクで、自立学習の支援として、様々な学習に関する

己紹介や得意分野が載っています。毎月の学習相談デ

相談に対応する大学院生です。専門分野の学習相談や、レ

スク当番表も HP で確認することができます。

ポートの書き方に関する相談、PC の操作方法、文献検索

http://www.lib.tmu.ac.jp/minami-osawa/assistant/about.html

の方法、進路に関する相談等に応じます。

受付時間：授業日の 9 時〜 22 時

SA 主催イベント
こんにちは、SA の井並です！

Twitter 始めました
な、なんと！ SA が Twitter を始めました。数時間お

皆さんは、SA 主催のイベントについてご
存知ですか？ 私たち SA は、図書館本館プレ

きに呟いています。コミュニケーションスペースの空

ゼンテーションルームで様々なミニイベント

席情報など、有益な情報も呟かれているので皆さんフォ

を開催しています。
昨年のイベントでは、「大学生活をどのよ

ローしてくださいね。

@studyassistant

うに過ごせばよいのか」や、「定期テストの
乗り越え方」などをテーマに、皆さんに役立
つ情報を紹介しました！ 先輩が経験してき
た道だからこそ説得力もあるし、学生生活に

࢘ࢧࢠࡀᩍ࠼ࡿᅗ᭩㤋ࡢ㈼࠸࠸᪉

も役に立ちますよ♪
また、新しい本に出会える図書館ならでは

ࡇࡢࠊᅗ᭩㤋ࢹࣅ࣮ࣗࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿྩ

のイベントもあります。5 分間で本の紹介を

ᅗ᭩㤋ࡢ㈼࠸࠸᪉ࢆᩍ࠼ࡕࡷ࠺ࢥ࣮ࢼ࣮

しあう「ビブリオバトル」や、ゲーム形式で
新しい本との出会いを発見していく「本活」

まずは静かに読書・勉強に勤しみたい人。そんな方には 2 階、
3 階がお勧めです。従来通りの静かな環境を提供します。

等が実施されています！
このように楽しい内容でいっぱいなので、

次は、友達と相談しながら作業をしたい人。そんな方にはコ

興味を持たれた方は是非参加してください！

ミュニケーションスペースをお勧めします。名前のとおり、会

イベントの情報は HP やポスターで告知して

話 OK のスペースです。決められているわけではないのですが、

いますので、チェックしてくださいね。

コミュニケーションスペース 2 は個人利用の方が多く、比較的
静かです。一方、
スペース 1 はグループ利用が多く、
ホワイトボー
ドを囲んでディスカッションをしている人たちが多いです。ま
さに「大学」という感じです！たまに盛り上がり過ぎて SA に
注意されることもあるので、気をつけてくださいね。一人でホ
ワイトボードに難しい数式を書き殴っている男の人を見たこと

ビブリオバトルの様子

もあります。ガ○レオのようでした ( 笑 )。
最後に、珈琲片手に読書をしたい方。リフレッシュルームは
図書館で唯一、飲食可能な空間です。なんとドトールコーヒー

昨年 4 月のイベントポスター

の自販機があるんです！他の場所をご利用の方も、飲食の際は
リフレッシュルームに移動してくださいね。
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第8回

首都大学東京図書館本館主催講演会

『ブックトークの楽しさ〜読書の楽しみを共有しよう〜』講演会レポート
講師：志茂田 景樹氏
閲覧担当

鵜川良恵
工藤優花子

講師プロフィール
志茂田 景樹氏
1940年静岡県出身。小説『黄色い牙』で直木
賞を受賞。
近年、特に社会活動に尽力しており、「よい子
に読み聞かせ隊」を結成。隊長として読み聞
かせボランティアメンバーとともに全国で活
動を行う。

開催概要
日時：2013 年 11 月 19 日
（火）
16：30 〜 18：00
会場：首都大学東京南大沢キャンパス

講堂小ホール

参加者数：117 名

講演の中で登場した以下の本は
本館でも所蔵しています。
石川淳『紫苑物語』講談社 , 1989
本館：２Ｆ一般書架
資料 ID：012682129
請求記号：/910.8/KO19K/I-A-2
※その他『石川淳集』等にも収録
志茂田景樹『黄色い牙』Kiba book, 2002
本館：２Ｆ一般書架
資料 ID：10003086636
請求記号：/913.6/Sh51k/2009

講演内容※以下、講演より抜粋
「小説を書こうと思ったきっかけ」
ぼくは文学少年でも文学青年でもなかった。どちらかといえば、映像・映画のほうに憧れていて、大学に通うかたわら、俳優
養成所に行っていた。養成所ではエキストラのアルバイトをしていた。2年留年してアルバイトをしていたが、そのバイト先に
早稲田の西洋哲学科の学生が来ていた。彼は留年8年目で、典型的な哲学青年だった。その彼が、酔うといつも読め読めと薦め
てきた日本文学で一番の傑作だという短編があった。石川淳という作者の書いた、『紫苑物語』と言うタイトルの物語だった。
その『紫苑物語』を読んで感動した時にきっと強い作家志望が心のうちに起こったと思う。今まで色んな体験や、見聞をしてる
から、ひとつ小説を書いてみようかなと、そういう気持ちを起こさせてくれた。保険の調査員をやっていた 29歳のときだった。

「執筆開始と直木賞受賞」
保険の調査員の仕事で鈍行列車移動中、激しい痛みに襲われ、医者に行くと虫垂炎、盲腸だっ
た。40度以上の熱が3日以上続いた。そのうち熱は下がったが、1ヶ月近く入院させられた。
でもそのおかげで、退屈で退屈で、そうだ小説でも書いてみようと、70枚の小説を書いた。
すると『オール讀物』の新人賞の2次予選までいった。7年後、36歳の時に新人賞を受賞する
ことができた。その 4年後、
『黄色い牙』という作品で直木賞を受賞することができた。

「景樹ファッションのきっかけ」
直木賞を受賞して 1、2年後、41、2歳のころ。自分を解放したいなあと思った。40超えて、
気づけば自分の心が重くなっている。余計なお札をペタペタ貼りつけている。傲慢の札、あ
るいは虚栄の札、あるいは人をねたむ、羨望する札かもしれない。不要な札を貼りつけてい
るから心が重い。できるだけはがせる札ははがしていこうと、そういう風に強く思い始めた
時期だった。ニューヨークに滞在していたアパレル関係の友人が帰ってきて、あなただった
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ら似合うんじゃないかなと言ってある包みをくれた。中身は何かなと思い開けたら、当時
ニューヨークっ子の間、当然女性の間で大流行していたアメリカングラフィティタイプの
タイツだった。マリリン・モンローの顔を下からずっと上にプリントしてあった。こんな
もの履けるわけないじゃないかとソファーに投げ出したものの、バスルームに入って出て
くると、なんだか気になって、あらためてそのタイツを手にして広げたら、履きたくなった。
それを履いて、気に入ったＴシャツを着たら、何か歩いてみたくなった。今でこそ、この
格好で表参道歩いても、全然誰も何も言わない。でも当時はぎょっとされた。うしろ指を
指されたりもした。
1キロ以上歩き、
進むも地獄引くも地獄。ならば進んでやろうと開き直っ
たら何故か、白眼視されることが苦痛でなくなった。それ以来僕のファッションはタイツ
が主軸のものとなった。装いは、自分が装ってそして心地が良ければいいじゃないかと、
着たいものを着ようと。そういうファッション感覚の代わりにまあいろんなところにそれ
までの意識を変えた結果として出ているけれど、まずはファッションに現れたということ
だと思う。
䜆䜜䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜎䛩䛜 㻚㻚㻚
䝬䝸䝸䞁 䞉 䝰䞁䝻䞊䛾䝍䜲䝒

「読み聞かせの楽しさ、読書の楽しさ」

よけいな札をはがすこと、そういう感覚と気を1つにしたものは、
実は読み聞かせ活動であった。
読み聞かせを始めたきっかけ
は、ぼくがKIBA BOOK という小さな出版社を1996 年に立ち上げたこと。
出版社のPR のため、北海道から沖縄まで行き、書店でサイ
ン会を始めた。予め本を購入して持ってくる人もいたけれど、
周りはやじうまだった。それで、読み聞かせでもやってみようかなと
いう思いが生まれた。
でもこの思いは子どもの頃母親から読み聞かせをいっぱい受けて育って、
とても心地よい思いをしたという
記憶が今でも頭の中に強く渦巻いていて、
そのことと、
どこかでしっかり結びついた思いだったと思う。
福岡市のサイン会場に
行ったら玩具コーナーの隣の書店だったので子どもがたくさんいた。
これは読み聞かせだな、と強い突きあげるような思いに任せ
て読み聞かせをした。
『3 匹のこぶた』と『赤いろうそく』の2 つだった。騒いでいた子どもたちがすぐ静かになり、気が付いたら大
人も童心の世界、童話の世界に入り込んでいた。そして2 つの話を読み聞かせた僕自身が、終わった後とてもすがすがしい気持ちに
なっていた。
子どもたちがあんなに喜んでくれた、大人もみんな物語の世界に飛び込んできてくれた、そしてそれを読んだ僕の心
が洗われた。
こんないいことはない、これからずっと読み聞かせ活動を続けていこうと思った。それがずっと続いてきている。続い
ているということは、
いつも初めて読み聞かせをした時と同じ感動がちゃんと心に湧きあがってくる。同じ話をしても、それを聞
いてくれる人たちは新しく出会った人たち。
そして読み聞かせは読み手と語り手の間に何の垣根もない。
一緒に物語世界を広げて
いって、そこで得られた感動を分かち合うことができる世界である。だから、絵本の読み聞かせというのはとても素晴らしい世界
だと思う。理屈は関係ない。
押しつけでない、感動を通して、その絵本、本が持っているメッセージが無理なく子どもたちに伝わる。
だからとても素晴らしいのではないかなと思う。

担当者より
志茂田先生は、ご自分の人生を振り返りながら、本との出
えにし
会い、人との不思議な縁、自分を解放し余計な札をはがして
いく生き方、読み聞かせの素晴らしさなど、多くのことを伝
えて下さいました。
そして、読み聞かせについて、語り手と聞き手の間には
“ 何の垣根もない。一緒に物語世界を広げていって、
そこで
得られた感動を分かち合う事ができる世界” とおっしゃっ
ていました。読書が個人の体験を超えて、人とのつながりを
作るきっかけとなるという意味だと感じました。
講演会最後の『ぞうのこどもがみた
ゆめ』の読み聞かせは、
情感のこもった
素晴らしいもので、目の前にサバンナ
の草原や星空が見えるようでした。
先生の生き方そのものも含め、大変心に残る講演会となり
ました。
今後も図書館職員として、本と人、人と人とのつなが
りを作るお手伝いをしていきたいと強く思いました。
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ᡈ࠰↝Ј༿ʙऴ
経営学系 教授 脇田成
筆者はこれまで5つの出版社から6冊の単著を出版しており、第3版まで改訂したものが1冊、加えて
2月にも新刊が出るので、合計9回の単著出版を体験したことになる。内容は専門書･教科書･新書･選
書などで、本の体裁はかなり違うが、実はあまり内容は変わらない。このところの著書の内容は、筆
者の専門であるマクロ経済学から見た日本経済の概説である。
筆者の本には固定ファンがいるらしく、アマゾンの順位等で見る限り、出足は極めて好調だが、す
ぐに売れなくなり、発行部数が万を超えることはない。またビジネス誌等の書評や小さな新聞書評に
取り上げられても、ほとんど影響はないようだ。ただ筆者は半年に一度程、新聞書評を頼まれるが、
それはかなり大きな欄であるので、影響は大きいらしい。他人の本を宣伝してもしかたはないと思う
が、老大家から礼状が来るとうれしいし、見知らぬ著者からブログで文句を言われると面白くない。
筆者の場合、売れ行きに大きな影響があるのは著名ブログだ。高名な研究者よりも、毒舌で知られた
ブロガーに拙著が取り上げられると、アマゾンの順位はピンと跳ね上がる。正直言って毒舌の餌食に
はなりたくはないが、編集者の方が熱心に勧めるし、今後本の注文が来ないのも淋しいだろうと思っ
て、おそるおそる献呈している。
出版社にはそれぞれのカラーがある。新聞社系の出版社は、発行部数も鷹揚だし宣伝もしてくれ
る。しかし絶版にするのはあまりに早く、これは少し自慢だが、拙著の古書価格が高騰し2万円を超
えたことすらある。一方、教科書系の出版社は対応も丁寧だし、編集者も腰は低いが、とにかく刷ら
ないし書店にも置かない。
いずれにせよ共通しているのは、本は売れなくなっているし、編集者は自転車操業であることだ。
編集者はノルマがあるので、たとえ売れなくても、年に10冊程度は出版しなくてはならない(もっと
多く15冊の人もいる)。 30年程前に新書の担当者のノルマが年4冊と聞いたことがあるが、2倍以上と
なっている。筆者はコンスタントに書くという編集者間の評判(これは大きな影響がある)らしいの
で、とにかくノルマを達成するために新著の注文が来るのだろう。
出版不況は厳しく、 (申し訳ない言い方だが) 原稿もさほど念を入れてチェックをしてもらえるわけ
ではない。編集者がノイローゼで行方不明になることもある。モラル低下も顕著だ。とある老舗出版
社からの出版計画はうやむやになってしまい、筆者は怒り心頭に発し
ている。断ってくれるならまだ良いが、ずるずると引き伸ばされたあ
げく、メールの返事も来なくなってしまった。新聞記者にこぼすと、
この2~3年は出版業界は目茶苦茶で、本は書いても出すかどうか分から
ない、という怖ろしい事態だそうだ。
ただ、さまざまな編集の方とつき合ったが、2人の方は旧都立大出身
だ。母校の教員に声をかけてくれてありがたく思っている。
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閲覧担当 善波敦子
あなたはこの人物を知っていますか？

幕府老中の公用日記として書かれた忠邦、

首都大に入学する前に、歴史の教科書など

忠精の日記は、原資料を写真撮影して複製し

で誰でも一度はお目にかかっているはずの人

た影印本 1）として刊行されており、幕政に関

物なのですが…

する内容を知ることができます。

さて、最初に紹介した忠邦の肖像画ですが、
原資料の精密な複製を作成し、図書館本館で
展示しています。場所は入館ゲートを入って
すぐ右側の壁面です。このスペースには、水
野家文書のなかから「品川台場絵図」(2 点 ) と、
図1

正解は、江戸時代後期の天保年間（18301844）に幕府老中として天保の改革を行っ
た水野忠邦（みずの

ただくに）です。

同じく本学の貴重資料の 1 つである堀江家文
書の「御城より五里四方鷹場惣小絵図」の複
製も展示しています。これらの史料は、展示
のため博物館等に貸出をしたこともある大変
貴重な史料ですので、ぜひ一度ゆっくりご覧
になってみてください。

この肖像画は、首都大学東京図書館が貴重
資料として所蔵する「水野家文書」のうちの
1 点です。浜松藩水野家伝来の史料である水
野家文書には、この肖像画をはじめとして約
3,000 点もの古文書がありますが、このよう
に貴重な史料が、なぜ本学に保管されている
のでしょうか。

本館 貴重資料展示棚の様子

これらの史料は、昭和 27（1952）年、本
学名誉教授松平斉光氏が当時の東京都立大学
付属図書館長であった時に、同氏の友人であ
る水野家当主水野忠款（みずの

ただまさ）

氏の御好意により図書館に寄贈されました。
それ以来、首都大学東京となった現在も引き
続き、図書館の貴重資料として保存・管理し
ているのです。
水野家は譜代大名であり、12 人の藩主の
うち 11 代忠邦（在任 2 回）とその子である
12 代忠精（ただきよ）を含め 5 人もの老中
を輩出しており、文書の特色は幕政に関する
史料であるといえます。特に、忠邦の自筆の

水野家文書を含む貴重資料は、図書館本館
地下にある専用の保存庫で保管されており、
調査・研究のための閲覧、複写には事前申請
による許可が必要です。また、原資料を永く
後世に継承するため、閲覧・複写には原則と
してマイクロフィルム等の複製物を利用しま
す。
1）
水野忠邦著；大口勇次郎監修
『水野忠邦天保改革老中日記』全 18 巻
ゆまに書房 ,1999-2001
本館：B2 中央 ̲ 和図書
請求記号：210.5/Mi96m/1-18

日記を含む天保改革期の史料や、忠精の代に
なる幕末の外交折衝の史料が注目されます。
また、藩政に関する史料については、水野家

水野忠精著；大口勇次郎監修
『水野忠精幕末老中日記』全 9 巻

に限らず譜代藩に共通する運命として、幕府

ゆまに書房 ,1999

の命による転封を余儀なくされたため、それ

本館：B2 中央 ̲ 和図書

ほど多くは残されていませんが、忠邦の浜松
藩時代、忠精の山形藩時代の史料が比較的ま
とめられています。

請求記号：210.5/Mi96m/1-9
図1

水野忠邦公御肖像
（首都大学東京図書館所蔵

水野家文書 F1-9）
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図書館のある映画：１9

ࣁ࣮࣭࣏ࣜࢵࢱ࣮ᅗ᭩㤋

荒川館 長内尚子

『ハリー・ポッターと賢者の石』Harry Potter & the Philosopher’s Stone（2001年米）
監督：クリス・コロンバス
出演：ダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン、ルパ
パート・グリント、アラン・リックマン、マギー・スミス等
パート・グ
出演：ダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン、ルパート・グリント、アラン・リックマン、マギー・スミス等

ロンドンに住むハリー・ポッター（ダニエル・ラドクリフ）は、

Harry: Famous Fire Eaters, Fifteenth Century Friends,

小さい頃に両親が交通事故で亡くなったと聞かされ、居候とし

Flamel. Nicholas Flamel. Where are you?

ておじの家で育った。ハリーに与えられた部屋は、階段下の狭

ハリー：不死身の火食い魔術師、不滅の１５世紀の悪鬼、

いスペースのみ。従兄のダドリーにいじめられながら、時に瞬

フラメル。ニコラス・フラメルはどこだ？

間移動で逃げたり、ロンドン動物園の蛇と会話ができたり、ハ
リーは自分に不思議な力があることに気付いていた。

このセリフから、禁書本コーナーはアルファベット順に配

もうすぐハリーの１１歳の誕生日を迎えようとしていたある

架されていることが分かる。流石に名門魔法魔術学校の図書

日、ふくろう便でホグワーツ魔法魔術学校から入学許可証が届

館の禁書本だけに、本は全て鎖で繋がれ、タイトルは全て不

く。おじ達は手紙をハリーに見せまいと必死に邪魔をするが、

気味で、本を開けるとびっくり、怪物が飛び出してくるしか

ホグワーツの森番をしている大男ハグリッドが現れ、ハリーに

けである。

両親の死の真実と、ハリーが魔法使いであることを告げ、ホグ
ワーツに連れていく。
ハリー・ポッターは、原作本が全７巻、映画が８作と、世界

さて、ハーマイオニーは遂にニコラス・フラメルについて
書かれた参考図書を探し出す。その本には、「ニコラス・フラ
メルは『賢者の石』を作った。『賢者の石』は、恐るべき力を

的ヒットを記録した超人気シリーズである。映画全作品、約１

持つ伝説の物体。全ての金属を黄金に変え、飲む者を不老不

０年間を通じて、主演の３人（ハリー、ハリーの親友ロンとハー

死にする生命の水を生む。現存する唯一の石は、ニコラス・

マイオニー）は同じ俳優が演じている。彼らの子役から青年へ

フラメル氏が所有。有名な錬金術師で昨年 665 歳の誕生日を

の成長が見られる一方で、イギリスの名優達が、魔法世界の様々

迎えた。」と書かれていた。本が好きで、調べ物が大好きなハー

な役になりきって演じているのが面白い。マギー・スミス、ア

マイオニーのおかげで、3 人は重要な事実を知ることとなった。

ラン・リックマン、ヘレナ・ボナム・カーター、レイフ・ファ

図書館のロケが行われたのは、オックスフォード大学ボド

インズ、デヴィット・シューリス、ゲイリー・オールドマン、

リアン図書館である。ボドリアン図書館は 1602 年に創立され、

と挙げればきりがないほどである。シリーズを追うごとに、子

納本制度が適用されている。（ボドリアン図書館の詳細は、り

供の映画を脱皮しながら、緊迫感と重厚感、暗さとストーリー

べる No.115

性が増していく。また、イギリスの寄宿学校さながらの寮生活

http://www.comp.tmu.ac.jp/library/use/liberu/115.pdf

を送るハリーたちの伝統的なスタイルと不思議な魔法の世界が

を参照）

World Library vol.3

融合し、ファンタジーは少々苦手な筆者でも無理なくその独特
な世界観に入っていける気がしている。
シリーズ第１作は、ホグワーツ魔法魔術学校が舞台なだけに、
図書館がちょいちょい登場する。
ホグワーツ魔法魔術学校の立入禁止部屋に偶然入り込んだハ
リー、ロン、ハーマイオニーは、３つの頭を持つ巨大な犬に出

3 人は、ホグワーツ魔法魔術学校に「賢者の石」が隠されて
いること、3 頭犬が石を守っていたこと、そして何者かが石を
盗もうとしていることを知った。彼らは「賢者の石」を守り
きれるのか…。ハリーの両親を殺した闇の帝王ヴォルデモー
トの影がハリーに忍び寄る…。

くわす。学校がなぜそんな怪物を匿っているのか、その秘密を
探るうち、３人はある手掛かりを握る人物に辿り着く。“ ニコ

劇中にクィディッチという球技が開催されるシーンがある。

ラス・フラメル ”。学業優秀なハーマイオニーは、図書館でニ

ハリー曰く、「6 つゴールがあって箒に乗ってプレイするバス

コラス・フラメルについて調べるが、極秘事項なだけになかな

ケットボールのようなもの」だそうだ。なんと、現実世界で

か資料が見つからない。そこで、ハリーは、見知らぬ人から贈

もアメリカが中心となって、同球技大会が開催されていると

られた透明マントをはおり、透明な姿で真夜中の図書館禁書本

いう。もちろん空は飛ばない。

コーナーへ忍び込む。ニコラス・フラメルの本はどこか、書架
を探しているハリーのセリフである。

日常の喧騒から離れて、たまには魔法の世界へ現実逃避も
いいものかもしれない。

（映画関連本）
J. K. ローリング作 ; 松岡佑子訳『ハリー・ポッターと賢者の石』静山社 , 1999
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①日野館：一般書架

②荒川館：閉架書庫２

資料ＩＤ：101904688

資料 ID：210000484

請求記号：933.7/Rc

請求記号：933.7/R78/2000

こんにちは。スタディ・アシスタント ( 以下「SA」と表記 ) の笹原です！
大学での新生活はいかがですか？ 高校時代とは勝手が違うことも多く、慣れるのには少し時間がか
かるかもしれませんね。大学の授業はついて行くのがなかなか大変ですし、どんな試験やレポートが出
るのか今から不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そんな時に是非活用してほしいのが、私たち SA の存在です♪ この場を借りて簡単にご紹介させてく
ださい。
私たちは首都大の様々な研究科に在籍する大学院生で、図書館本館の 1 階にあるコミュニケーション
スペースの学習相談デスクで皆さんの相談に対応しております！ 先生や他の大学職員には聞きづらい
ことでも、年齢の近い私たちには気軽に質問できるのではないでしょうか。( 授業後に大教室の前に行っ
て先生に質問するのは少し緊張しますよね。)
今あなたが困っているその授業を取ったことがある先輩がいるかもしれません。お薦めの参考書を教
えて貰えたり、レポートの書き方や文献の探し方についても、現役の学生の立場から色々とアドバイス
が聞けるかと思います。
大学には皆さんの様々な悩みに対する専門の窓口がありますが、「先輩に気軽に聞いてみたいな」と
いう時には、遠慮なく学習相談デスクまでお越しください☆ 首都大での学生経験豊富な SA が皆さんの
事を全力でサポート致します！
スタディ・アシスタント

笹原健介（システムデザイン研究科

情報通信システム学域）

大学図書館はきっと皆さんがこれまで利用されてきた学校の図書室や町の図書館とは趣を異にする場
所でしょう。そのことは、書架に並べられた本をご覧になればお分かりいただけるかと思います。この
図書館の蔵書のメインは学術関係のものです。普段の授業に関連するものから、ゼミ等の研究に役立つ
ものまで、学習の参考となる資料がたくさんあります。図書館に通い慣れてくると、自分の知りたい情
報がどこの書架のどの本に載っているかが少しずつ分かるようになってきます。皆さんも一度図書館の
中を実際に歩き、本がどのように配架されているかを確かめてみてください。
大学図書館でできることは他にも色々あります。本館の 1 階には、パソコンが自由に使えるメディア
スペース、新聞・雑誌の閲覧コーナー、研究発表等に使えるプレゼンテーションルーム等があります。
３階にはグループスタディルームもあります。それ以外にもさまざまなサービスが利用できますので、
詳しくは図書館のしおりやＨＰをご覧ください。
図書館の最大の魅力は、静寂が約束された場所だということです。とりわけ大学図書館は学内のどこ
よりも粛然とした雰囲気を感じさせます。この雰囲気は図書館を利用される皆さんのマナーと真摯に学
ぶ学生の品位によって保たれていることは言うまでもありません。
この静寂の中に身を置き、一冊でも多くの良書に触れていただければと思います。
皆さんのご来館をお待ちしています。
カウンター学生アルバイト

岩間花示丸（都市教養学部

法学系）
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Information
新入生オリエンテーション
図書館本館では、新入生のみなさんに図書館の利用方法を知っていただくためのオリエンテーションを実施します。
所要時間は 1 時間程度です。
当日は、教室でプロジェクタを使用した図書館の利用方法について説明し、その後、図書館に移動して「館内ツアー」
を行います。
大学図書館は、みなさんの学習・研修をサポートするサービスがたくさんあります。
まずは、このオリエンテーションに参加して、基本的な使い方をマスターしてください！

4 月 3 日（木）
4 月 4 日（金）

①9：30 〜 10：30

②11：00 〜 12：00

③13：30 〜 14：30

④15：00 〜 16：00

①13：30 〜 14：30

②15：00 〜 16：00

集合場所：南大沢キャンパス

1 号館 110 教室

各回の内容は同一ですので、都合のよい回を選んで参加してください。
4月4日
（金）に日野、荒川のガイダンスに参加する方は、3日
（木）に参加してください。

編集後記
本学の図書館は、2013 年度に試験期間の開館時間を延長した。利用者も少し伸びたようで、大変結構なことだ
と思う。それでもアメリカや、アジア新興国の大学図書館の多くが 24 時間開いていることを思うと、つくづく日
本の学生生活はのんびりしていると感じる。韓国で見聞きした図書館利用事情を、少し紹介したい。ソウルに数ヶ
月滞在していたときのこと、関係する研究会が毎月梨花女子大で開かれていて、私もたびたび参加していた。ある
とき友人の教員にサムソン財閥が寄付したという梨花大の図書館を案内された。地上部分は公園で、地下 4 階建て、
劇場、書店、文具・雑貨店、レストラン等を備えた広大な地下建造物になっていて、その真ん中を地上部分からざっ
くり巨大ブルドーザでえぐり取ったかのような斬新な造形である（
「梨花女子大」で画像検索してみてください）
。
二百数十万円もの高い授業料の大学に相応しく、図書閲覧室は広く、600 以上の席があったと記憶しているが、驚
いたのはほぼ満室状態であることだった。試験期間なのかと尋ねると、そうではなく、深夜まで常に満室状態だと
いう、このため 2 時間の利用制限をして、時間になると一旦館外に出て、新たな座席番号が機械的に発行される
システムになっているという。そのため友人同士の会話は全く聞こえてこない。閲覧室で何を勉強しているのか聞
くと、友人は授業で出された課題か国家試験の勉強だろうという。別の地方大学も様子は似ていた。学生の半分近
くは寮で生活しているので、学内にいる時間がそもそも長いのだが、寮の夕食後に図書館で課題勉強をすることが
多いという。社会的背景として極端な格差社会、激烈な競争、若年層の高失業率があるわけだが、短い学生生活に
できるだけ知識を吸収しようというこうした貪欲さは、日本の大学ではあまり見かけない。

（経営学系

HP リニューアルしました！
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教授

山﨑志郎）

首都大学東京図書館
http://www.lib.tmu.ac.jp

