各学部の先生からのオススメ本

柴田 本日は︑
お集まりいただきありがとうございます︒今回は︑
ぜ
ひ皆さんが図 書 館を普 段どのようにお使いになっているのかを三
重大の学生さんに向けてお話しいただきたく思っています︒どうぞ
よろしくお願いします！
全員 よろしくお願いします！
■ 図書館の第一印象 広さと資料の多さを感じた
柴田 入学当時︑皆さんは三重大学の図書館に対してどのような印
象を持たれましたか？
内山 図書館ツアーに参加した際に︑高校の図書室と比べるととて
も広かったので︑探すのが大変そうだなと思ったのと同時に期待感
がありました︒
木場 僕は︑広さもそうなのですが︑資料の多さを感じました︒
たと
えば︑市立図書館と比較して︑専門的な法律の本がより多くあるよ
うに感じ︑勉強するには良い環境だと思いました︒
柴田 資料の多さを感じてくださったのですね︒
でも︑
三重大所蔵資
料で学習を進めて行く中で︑不足を感じたことはありませんか？
木場 資料に対して︑
そこまで不足を感じたことはないですね︒欲し
い本はリクエストもしています︒他の学生も利用するだろうなと思
う本はリクエストをすると購入してくれるのですが︑
この制度のお
かげで大きく困ったことはありません︒
内山﹁ゆとり京大生の大学論﹂
という本が印象深かったです︒京大
で教養教育の改革が行われた時に︑
先生へのインタビューや︑
学生同
士の座談会について学生がまとめた本です︒大学で︑どのように目
的意識を持ってどのように学んでいくべきか考えさせられました︒
柴田 どのような図書との出会いが印象に残りますか？
福 田 学 生の間で面 白かった本をお薦めする制 度はどうでしょう
か︒
たとえば︑﹁先輩方が読んで面白かった本﹂
を紹介する企画など
です︒小学校のころはそのような企画を楽しみにしていましたが︑
三重大では行われていません︒
そういうのが段々無くなってきたの
が寂しいですね︒

ありがとうございました ！

福田 図書館を︑堅苦しい場所とは思わないで欲しいです︒図書館っ
て勉強する場所でもなく︑本を読む場所でもなく︑
もっと一人にな
れる時間くらいにとらえてもらっても良いのでは？サークル︑授業
とかを通して人と話すことばかりなので︑
たまには一人になる場所
として図書館は最適ですよ︒

木場 そもそも本を読む人が少なくなってきている気がします︒
図書
館は︑
ほぼ学習するところといったイメージを持たれているかもし
れません︒
しかし︑
図書館には幅広いジャンルの本が多数用意されて
おり︑
専門分野以外でも︑
興味を惹かれる本がたくさんあります︒
そ
のような本との出会いの場が図書館であってほしいと思います︒

内山﹁書庫ガイダンス﹂
を受講していない学生が多いと感じます︒
公共図書館では書庫に入れないことが大半ですが︑三重大図書館
ではガイダンスを受講すれば入れるようになるので︑是非お薦めし
たいです︒

柴田 今日はいろいろと話をしていただき︑ありがとうございまし
た︒
最後に︑
読者である後輩さんへのメッセージをお願いします︒

■ 最後に 三重大生へのメッセージ

福田﹁就職関連﹂︒資格試験関係もまとめてしまって︑﹁先輩方はこ
んな資格をとっています﹂
とか
﹁就職活動で役立ったこと﹂
みたいな
情報も得られるコーナーはどうでしょうか︒
就職活動のための本として︑業界研究とか自己分析をするための
図書は︑
よく本屋とかで売っています︒
でもそういった図書だけでは
なく︑企業や学生の現状が書かれている図書も必要だと思います︒
就職活動ってこういった変遷があって今の形になったとか︑我々就
活生は企業からこう見られているといったことを理解しないと︑就
職 活 動を乗り 切れないかなと思います︒企 業ばかり 見るのではな
く︑就職活動そのものを理解することも大切かなと︒
こういった図
書を︑
図書館は活かしていくべきだと思います︒

柴田 三重大の図書館は︑﹁環境情報コーナー﹂
など別置のコーナー
があります︒こんなコーナーがあったらもっと 図 書と 出 会えたの
に！って言う提案はありますか？

書庫には研究用図書や貴重図書が
保管されています。書庫ガイダンスを
受ければ、学部学生のみなさんも書
庫に入って資料を調べていただくこと
ができますよ。書庫ガイダンスは20〜
30分程度で随時受付けています。参
考調査カウンターで参加の申し込み
を受付中です。

ということも頻繁にしていましたね︒
柴田 何か印象に残った図書との出会いは︑
ありましたか？

■ 資料 印象に残った図書との出会い
です︒研究者の研究成果は︑
す
福田﹁人類の歴史を変えた発明 ﹂
べて何かに繋がっているんです︒例えば僕の研究だと︑
マイクロメー
トルなどのとても小さい材料の表面構造を測定するのですが︑
その
装置も実はノーベル賞レベルの発明だったりします︒
その発明があ
ったからこそ︑今研究できています︒
そして︑自分の研究が今度は新
しい発明を生んでいくんですよ︒
その本の新しい ページに関わって
いるんだなって実感できた 冊だったのですごく印象に残っていま
す︒電 子の凹凸を理 解する︑そういった装 置を使わせてもらってい
るが︑
こういった行 動も世 界の発 明の つ︒
こういったことを土 台
にして今の研究があるということを知ることができた 冊です︒
木場 難しい授業を理解するための予習や復習で図書館の本を使
はそのうちの つで︑
このシリーズのお
っています︒﹁憲法 第. 版﹂
かげで授 業を理 解することができ︑自 信を持って試 験を乗り越え
ることもできました︒
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内山 私も︑学生が学生に本を紹介する機会があればと思います︒
配布物や展示だけでなく︑話をする機会もあればいいですね︒私は
自分以外の学生がどのような本を読んでいるのかがとても気にな
ります︒
でも︑何かしらのきっかけが無ければなかなか知る機会は
ありません︒図書館に行けば誰かの本へのコメントなどが読めると
なれば面白そうです︒

小巻靖子[ほか]訳. ゆまに書房，2011

柴田 図書館を利用していく中で第一印象が変わったと思うのです
が︑
一番記憶に残っている図書館利用のシーンは何ですか？
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● 伊藤真 著
『憲法．
第3版』 弘文堂，2007
● 安達千李[ほか]編
『ゆとり京大生の大学論：教員のホンネ、
学生のギモン』 ナカニシヤ出版，2013

木場 教養ワークショップの授業で書評を書く際に︑図書館で展示
されている本を参考にして書評の対象とする本を選んだことが記
憶に残っています︒

1
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● ジャック・チャロナー編集
『人類の歴史を変えた発明1001』
私が高校生の時、本屋さんで見つけた量子力学の本
である。量子力学が生まれた歴史がわかりやすく解説さ
れている。教科書で結果だけが数行で書かれているこ
とでも、多くの科学者の努力の結果として発見された。
発見とは、言われてみれば簡単だが、言われなければ気
が付かないものである。そして、世界で一番最初に気が
付いた人が偉いのであって、それを知っていても偉くは
ない。

福田 私の学科では︑先生から︑教科書に記載された問題を解くと
いう課題がよくありました︒
けれど︑授業では全ての内容を理解で
きないので︑全ての問題を解くことができないときが多いんですよ︒
そんなときに︑図書館には類似問題が載っている図書がたくさんあ
るので︑片っ端から解いてみるという事をしていました︒
そうするこ
とで︑基礎が身につくので︑課題もようやく解くことができるよう
になるといった感じですね︒専門書は本ごとに説明の仕方が違うこ
とがあるので︑自分が理解しやすい説明をしてくれている本を探す

1001

原因不明の疾患と向き合い、あらゆる視点から発生頻
度を比べてどこまでも原因を追究する科学を「疫学」と
いう。本書は疫学の歴史エピソードであり、産褥熱から多
くの妊産婦の命を守った感染防護の父・ゼンメルワイス
が、権威主義による否定や抵抗に妨げられながらも、事実
に基づいて産褥熱の感染経路を科学的に明らかにし、予
防方法を確立した史実である。史実だからこそ面白い。

附属図書館利用者サービス担当
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［所在］図・開架・図書
［請求記号］421.3/Ka84

さん

注 目 書庫ガイダンスって？
1982年公開の映画『ブレードランナー』に原案を提
供したフィリップ・Ｋ・ディックのＳＦ小説。同映画の続編が
『ブレードランナー 2049』
として昨年公開され、同小説
も話題になっている。
『電気羊』の出版は１９６８年で、ア
ンドロイド
（レプリカント）や空飛ぶ車は出てくるが、スマ
ホもパソコンも、遺伝子やクローンの話も出てこない。こ
れははたして、新しいのか古いのか。小説を読みＤＶＤを
観て、確かめる価値あり。
どちらかというと わかりにくい 生物である菌類につ
いて基礎から学びたい方にぴったりの教科書。全12章
のうち、はじめの9章で菌類の基礎生物学や生態機能な
どの基本事項、残りの3章で菌類を対象とした生態学的
研究の方法についてわかりやすく解説されている。菌類
という生き物を理解するために押さえておくべき基本か
ら、近年新たに取り入れられている研究手法まで一通り
学ぶことができる。

早川書房, 2011年6月
（ハヤカワ文庫）
共立出版, 2018年3月

［所在］図・開架・図書
［請求記号］933/D72
［所在］図・開架・図書
［請求記号］474/O78

フィリップ・K・ディック 著
浅倉久志 訳
『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』
大園享司 著
『基礎から学べる菌類生態学』

赤岩 隆 先生
教養教育院
白水 貴 先生
生物資源学部

講談社, 1967年6月(ブルーバックス)
人間と歴史社, 2017年2月

さん

福田 涼

さん

3

［所在］図・開架・図書
［請求記号］498.6/Ta79

必要な本が図書館にない時はぜひ
『図書
購入リクエスト』をしてみてください！図
書館の資料として適切と判断した場合
は、購入します。
リクエストをお待ちしています！
リクエストは、Myポータルから！

片山泰久 著
『量子力学の世界:
はじめて学ぶ人のために』
玉城英彦 著
『手洗いの疫学と
ゼンメルワイスの闘い』

注 目 図書購入リクエストって？

小林 正 先生
工学部
谷村 晋 先生
医学部

人文学部文化学科 3年

内山 めぐみ

吉川弘文館, 2017年7月

柴田 佳寿江（進行）
平安時代の乗り物である
「牛車」について、文化的意義
を含めて紹介・考察する。唐車・檳榔毛・糸毛車・網代車と
いった種類ごとの形状や材質、乗る人の身分やランク付
け、用法や、それに乗ることの社会的意味など、多様な観
点からの考察がある。また牛車を牽く牛や、松平定信の
『輿車図考』
という江戸時代の研究書など牛車周辺の諸
事項にも考察が及ぶ。牛車を中心とした平安時代の乗り
物文化についての興味深い一冊である。
本書は、様々な言語との比較を通して、
日本語の発音、
語彙、表記法、文法について考察している。例えば、文法
の章では、英語の複数形のsは、物を表す名詞にも有生
名詞にもつくことができるが（例:trees,students）、日
本語の「たち」は、物につくことはできないということが
議論されている
（例:「学生たち」/??
「木たち」）。本書を
読むことで、日本語の特性のみならず、言語の多様性に
ついても知ることができるであろう。

工学研究科電気電子工学専攻 M2
岩波新書, 1988年1月-3月(岩波新書)

［所在］図・開架・図書
［請求記号］682.1/Ky5
［所在］図・開架・ＰＢ
［請求記号］810/Ki42/1、810/Ki42/2

人文学部法律経済学科 4年

木場 優太
京樂真帆子 著
『牛車で行こう！:
平安貴族と乗り物文化』
金田一春彦 著
『日本語』新版 上・下

松本 昭彦 先生
教育学部
澤田 治 先生
人文学部

特 集 図書館についてもう一度考えてみよう！
か ら 広 げ よ う！！

ここ

皆さんは、大学図書館をどのように活用して学習や研究をしていますか？今回座談会を企画して3名の三重大学の学生さんにお集ま

りいただき、図書館についてお話いただきました。先輩方の話から、
ぜひ図書館を使いこなす技（ヒント、
きっかけ）
を見つけてください！

