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＜5 月編＞ 

わたしの名前は野村あかり、総合科学部の 4 年生です。 
今回、ゼミで初めて「文献発表」というのをすることに

なりました。 
卒論のテーマに関係する論文を 1 つ選んでレジュメを

作り、皆の前で発表するというのです。端っこに座って

いたので、1 番目に当てられちゃいました。 
トップバッターというのも緊張するのですが、その前に

「論文」って何だろう？ 
本を 1 冊選んで要約して感想を書けばいいのかな？ 

何だかよく分からないので、先輩に聞いてみました。 
「あかりさん、論文っていうのは本でなくて雑誌に載っ

ているのよ。あかりさんのテーマだったら“社会心理学

研究”とか“実験社会心理学研究”とかかな。図書館にあ

るから新しいのを 2、3 年くらい見て決めたらいいんじ

ゃない？」 
ふーん、そうなんだ。とりあえず図書館に行ってみよう。 

…図書館に来てみたのですが、困ったことに気づきまし

た。 
今まで本しか借りたことがないので、雑誌がどこにある

かわからないのです。 
3 階に上がったところに雑誌が並んでいますが、「レタ

スクラブ」とか趣味の雑誌ばかりで、どう見ても違う感

じがします。 

2 階に戻って、カウンターに座っている男性に聞いてみ

ました。「山本」という名札が見えます。 
「どちらも学術雑誌閲覧室にありますよ。あちらの突き

当たりの部屋です」 

…というわけで生まれて初めて学術雑誌閲覧室に行っ

てみました。 
順番に見ていったらまず「実験社会心理学研究」が見つ

かりました。それに「社会心理学研究」も。 
ぱらぱらめくってみると、面白そうな論文がいくつか見

つかりました。 
ああ、よかった。よーし、コピーを取って家に持って帰

ってどれを発表するか決めよう。 

これで発表はできそうだけど、全部で 15 冊も雑誌を見

たことになるのか。関係ない論文もいっぱいあったし、

なんだかちょっと疲れたなぁ。もっと楽に探せたらいい

のに…。 

図書館カウンター、山本おにいさんの一言 

「あかりさんは総合科学部の学生さんなので本館を利

用していますが、分館でも雑誌は本とは別に、雑誌閲覧

室や書庫に並んでいますよ。一度覗いてみてください」 

 

 

（２）あかりさんの卒論書かなくっちゃ （16 号～24 号） 

＜6 月編＞ 

結局、持って帰った中から「説得における感情の役割」

という論文を発表することに決め、準備にとりかかりま

した。がんばったかいあってゼミの発表も無事終わり、

先生にも「はじめてにしてはよくできていますね」とほ

められました。 

ところが、ほっとしたのもつかの間、先生がまたわから

ない言葉を口にしました。 
「あかりさん、今度はこの論文の先行研究を読んで来て

くださいね」 
せんこうけんきゅう。いったいどうすればいいのか、さ

っぱり分かりません。 

「あのぉ……」と口ごもっていると、先生が教えてくれ

ました。 
「先行研究というのは、その論文より先に書かれた論文

のことですね。論文を書くときには、必ず今までに発表

された論文を参考にしていて、そのことを本文中や論文

の最後に書いています。引用文献とか参考文献ともいい

ますね。関連のある論文ばかり集まっていることになり

ますから、読むととても参考になりますよ」 
ゼミが終わった後で発表した論文を見てみると、最後に

「参考文献」と書かれていて、次のような論文リストが

ありました。 
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1.原奈津子・山本真理子 (1995)  説得における肯定的

感情および否定的感情の影響  筑波大学心理学研究,  
17,  143-151. 

2.池上知子 (1997)  社会的判断と感情  海保博之（編）

「温かい認知」の心理学（pp.99-119）金子書房 

3.北村秀哉 ほか (2001)  説得過程におけるムードの

効果  感情心理学研究, 2,  49-59. 

4.DeSteno, D et al. (2004) Discrete emotions and 
persuasion : The role of emotion-induced 
expectancies. J Pers Soc Psychol, 86,43-56. 

5.Handley, I. M., & Lassiter, G. (2002) Mood and 
information processing : When happy and sad look 
the same.  Motivation & Emotion, 46, 94-101. 

6.McGuire, W. J. (1985)  Attitudes and attitude 
change. In G. Lindzey & E. Aronson(Eds.), The 
handbook of social psychology : Vol. 2  Special fields 
and applications (3rd ed., pp.233-346). New York : 
Springer-Verlag. 

なるほど、これをあたっていけば雑誌を 1 冊ずつ見て

いくより効率がいいような気がするなぁ。 
どれどれ…… 

あれ？ これってどうやって探せばいいの？ 

あかりさんは困ってしまいました。例えば、リスト 1
番の論文に出てくる「17」って何でしょう。どこから

どこまでが本の名前なんでしょう。リストの 2 番には

人名と書名らしきものの組み合わせが 2 回出てきてい

ます。 

とりあえず図書館に行くことにしました。またカウンタ

ーの人に聞いてみたらいいや。 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞ 

「参考文献を辿っていって論文を集める方法は、“芋づ

る式”といって、論文を探すときに有効な方法の１つで

す。でも、あかりさんは参考文献の見方に慣れていない

ようですので、次回は一緒に探してみましょう」 

 
 
＜7 月編＞  

図書館にやって来ました。発表の時に雑誌の場所を教え

てくれた山本さんがカウンターに座っています。とりあ

えず聞いてみることにしました。  

「ここに載っている論文を読みたいんですけど、どうす

ればいいですか？」 
山本さんはざっと目を通し､ 
「参考文献ですね。見方は分かりますか？」 
「いえ、まったくわかりません」 

「じゃあ、簡単に説明しますね。このリストには雑誌の

論文と本の論文の両方がのってますから、それぞれ 1

つずつ見てみましょう」「まず、雑誌の論文ですが、リ

ストの 1番のような形でよく出てきますね」 

 原奈津子・山本真理子 (1995) 説得における肯定的感

情および否定的感情の影響 筑波大学心理学研究, 17, 

143-151.  

「順に論文の著者、出版年、論文名、掲載された雑誌の

名前、巻号、掲載ページとなっています。探すときは、

掲載された雑誌の名前で検索することになります。本と

同じように、ホームページの“学内蔵書検索”から探せ

ますよ」 

「これだったら“筑波大学心理学研究”ってことです

か」 

「そうです。論文名や著者名で検索しても出てこないの

で、注意してくださいね」 

なるほど。何となく分かったような、でもまだ気になる

ことが。 

「この“17”みたいな巻号っていうのは検索するとき

入れなくてもいいんですか」 

「検索するときには入れないでください。実際にやって

みましょう」 

山本さんはホームページの“学内蔵書検索”のところ

に、「筑波大学心理学研究」と入力して検索ボタンをク

リックしました。 

「検索結果一覧」という画面に、筑波大学心理学研究が

出てきました。 

ここまでは本を検索するときと同じで、見慣れた画面で

す。 

山本さんが雑誌の名前をクリックすると、「目録情報」

という画面が出てきました。本を検索するときはこの画

面の「所蔵」というところに書いてある場所とか請求記

号をメモして探しに行けばいいんだけど、あれれ？ 
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「所蔵」のところにはこんな風に書いてありました。 

 所在 ： 本館書庫・雑誌架 

 所蔵年 ：1984-2006 

 所蔵巻号： 6-20,22-31+ 

本の時とちょっと違います。山本さんが説明してくれま

した。 

「雑誌は、本と違って探している巻号が重要になってき

ます。せっかく雑誌があっても、探している巻号がなか

ったら意味ないですもんね。だから、“所蔵”のところ

に図書館においてある巻号とその出版年を書いてある

んです。さっき気にされていた 17 巻があるかどうかは、

ここで確認してください」  

「どうやって確認したらいいんですか」  

「所蔵巻号の 6-20 というのは、6巻から 20 巻までは全

部揃っているということです。だから 17 巻もあります

ね。 次にカンマがきて 22-31 となっていますので、そ

の間の 21 巻はぬけているということになります。31 の

後ろに＋がついていますが、これは今後も続けて雑誌が

来るということです」 

「たくさんあるのに、所蔵年のところは 2 つしか書いて

ないのはどうしてですか」 

「所蔵年には、最初と最後の出版年だけを書いています。

なので 6巻が 1984 年に、31 巻が 2006 年に出版された

ということになりますね」 

なるほどなるほど。所在は本館書庫・雑誌架だからさっ

そく行ってみよう。 

「分かりました、ありがとうございます」 

「では次に本の論文の場合ですね」 

そうだった、そっちも教えてもらわないと。 

「本の一部を参考文献に載せる場合、リストの 2番のよ

うな形でよく出てきます」 

 池上知子 (1997) 社会的判断と感情 海保博之（編）

「温かい認知」の心理学（pp.99-119）金子書房 

「順に論文の著者、出版年、論文名、本の著者や編者、

本のタイトル、掲載ページ、出版社 となっています。

探すときは、本の著者やタイトルで検索することになり

ます。雑誌の時と同じように論文の著者や論文名では出

てきません」 

「じゃあ“海保博之”とか“『温かい認知』の心理学”」

とかで検索するってことですか」 

「そうですそうです。後はいつものように蔵書検索をし

てください」 

よーし、これで探し方も分かったし、論文が集められるぞ。 

恥ずかしがらずにきいてみてよかった。 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞  

あかりさんのように、参考文献の見方がわからなくて苦

労する方は多いのではないでしょうか。 こつが分かれ

ばぐっと探しやすくなりますよ。 

次回は今回説明しきれなかったことと、 図書館にない

論文の手に入れ方を説明します。 

＜おまけの情報＞  

徳島大学で卒論をまとめようとしている人たちにグッ

ドニュースです。 

簡単な手続きをしていただければ、貸出期間が 2週間だ

ったのが 30 日間に延長されます。 

 

 

＜8 月編＞ 

図書館にやってきたあかりさん、山本さんの姿を見つけ

て、紙切れを差し出しました。 

「ここに載っている 10 の資料のうち、6 個は見つけ出

したのですが、あと 4 個がどうしても見つかりません。

助けてください。」 
「すごいですね。そんなに見つけましたか。優秀です。」 

参考文献リストの中には、正式なタイトルを書かずに省

略形を書いているものがあります。 

▽見つからなかった例 1 

齊藤正彰「法律情報検索における検索スキル」法時 75
巻 3 号（2003 年） 
『法時』と書いてあっても、専門外の人には『法律時報』

を推測することができません。 

▽見つからなかった例 2 
Heller, Michael（1998）.“The tragedy of 
anti-commons: Property in the Transition from Marx 
tomarkets.”HARV.L.REV.621; pp.622-88. 

"HARV.L.REV." 
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これは Harvard Law Review の省略誌名です。省略誌

名を OPAC で探すことができる場合もありますが、探

せないこともあります。 
OPAC で一度検索してみて、見つからなかったら図書

館の人に相談してみてください。 

▽見つからなかった例 3 
Spiegelberg, W.  ibid. pp.38-65. 

"ibid." 
これは誌名ではありません。同書、同論文中にという意

味で、リストの前にある資料を指しています。 

なお、OPAC 等で徳島大学内に所在が見つからなかっ

たものは、図書館で手配できます。 
図書館は、こういう要望のために普段から全世界的なネ

ットワーク構築に努めています。文献入手に必要なコピ

ー代金や郵送料は負担していただきますが、入手の手配

は図書館がいたします。 
ぜひご相談ください。 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞ 

参考文献リストの資料を探すときは、リストに書いてあ

るとおりに入力しますが、それでは見つからないものが

あります。それは省略誌名であったり、誌名ではなく資

料の種類を示す語であったりするためです。 

＜さらに山本おにいさんより＞ 

10 編のうち 6 編も入手したのは上出来です。よくがん

ばりました。 

夏休み中、図書館は夕方 5 時までです。 

始まるのは 8 時 40 分からです。朝の涼しいうちに図書

館でがんばりましょう。 

 
 

＜9 月夏休み編＞ 

苦しい試験期を乗り越え、あかりさんは実家の岡山に帰

省しています。 
岡山の商店街を歩いていたら、ばったり指導教官に出会

いました。 
「来週の卒論中間発表の準備はできてるかな？」 
「………あ。」 

すっかり忘れていたあかりさん。 
でもせっかくの実家、せっかくののんびり生活。できれ

ばまだ普段の生活には戻りたくない…。 
そこで岡山大学の大学院に通っている従姉の裕美ねえ

さんに相談してみました。 

「なるほどね…せっかく帰ってきてるのにすぐ徳島に

戻るのもねぇ。岡大の図書館は他の大学の学生も利用で

きるはずだから、行ってみたら？ 徳大にはない本も見

つかるかもしれないわよ」 
調べてみたところ、学生証があれば入れてもらえること

がわかりました。 
「ありがとう！早速行ってみます」 

翌日、あかりさんは岡山大学の附属図書館に行ってみま

した。 
しかし…想像以上に大きな岡大の図書館。 
OPACで検索したりして色々な図書を見てみましたが、

卒論に使える資料は見つけられず、家に帰ってきてしま

いました。 

「裕美ねえさん、岡大の図書館は大きくて、資料がたく

さんあってすごいですね」 
「まぁそれは確かだけどねぇ。事前にきちんと調べてか

らでないと、なかなか自分の研究にあった資料はみつけ

にくいものよ」 

「ちゃんと OPAC で調べたんですけど…」 
「OPACでは個々の論文までは検索できないからねぇ。

論文の検索までしたいなら、文献データベースを使わな

きゃ」 

「文献データベース？」 
「キーワードにあった論文がどんな雑誌に載っている

かを調べられるのよ。いろんなものがあるけど、たとえ

ば MAGAZINEPLUS っていうデータベースは、人文

社会科学系の国内論文をものすごく広い範囲で検索で

きるからおすすめよ。私も学部生の頃はずいぶんお世話

になったわ。でもあれって岡大に所属している人でない

と使えないはずだから…」 
「私は使えないんですか…」 

けれども調べてみると、徳島大学でも

MAGAZINEPLUS を使えるということがわかりまし

た。 
「残念だけど徳島に戻って MAGAZINEPLUS で検索

してみた方がいいみたいね、あかりちゃん？」 
「まだ帰りたくないよ～（泣）」 

 

 



 17
 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞ 

最近では、たいていの国立大学はよその大学生に対して

も利用を認めています。学生証さえあれば、事前の連絡

などをしなくても利用できることが多いですが、大学に

よって多少の違いはありますので、ホームページなどで

確認してから訪問するようにしましょう。 

あと、あかりさんのようなことにならないように気をつ

けて（笑） 

 

＜さらに山本おにいさんより＞ 

図書館ホームページから、色々な文献データベースにア

クセスできます。10 月 24 日(火)12:10～12:40 に

MAGAZINEPLUS の講習会を予定していますので、慣

れやコツ獲得のためにぜひ参加してください。 

 
 

 

＜10 月、さあ後期がんばるぞ編＞  

後期が始まり、今日もあかりさんは図書館に来ています。 

「卒論に説得力がないって先生に言われちゃった……

この間教えてもらった『MAGAZINEPLUS』でもっと

文献を調べてみようっと」 

図書館ホームページを開いて、TOP にある

「MAGAZINEPLUS」の文字をクリック。 

「…あれ？」 

---同時にアクセスできる人数を超えています--- 

カウンターにいる職員の人に聞いてみると、学内の誰か

が使っていると同時には使えないことがわかりました。 
「そうなんだ…じゃあまた今度試してみます」 
「あ、ちょっと待ってください。代わりといってはなん

ですが、こんなデータベースもあるんですよ？」 

紹介してくれたのは GeNii（ジーニイ）というデータベ

ース。 
なんと MAGAZINEPLUS と同様に論文を検索できる

ほか、全国の大学図書館にある本や博士論文まで検索で

きるそうです。 

「なんて便利な……これさえあればもう MAGAZINE- 
PLUS なんていらないわ！！」 
「それは言い過ぎですよ（汗）。それぞれ結果に出てく

るものと出てこないものがありますから、両方でそれぞ

れ検索してみると確実だと思いますよ」 
「なるほど。じゃあ今度 MAGAZINEPLUS でも検索し

てみます。ありがとうございました！」 

 

 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞ 

同じようなデータベースなのですが、片方だけ使う

というのではなく、両方を手際よく使ってみてくだ

さい。 

「徳島市」「都市交通」というふたつのキーワード

で両方のデータベースを検索したところ、

MAGAZINEPLUS は何もヒットせず、GeNii では

次の 1件がヒットしました。 

○都市の特徴を生かした交通政策の提案と効果分

析 - 徳島市を事例として - 近藤 光男;廣瀬 義

伸;加藤 均;岸本 紘典 都市計画. 別冊, 都市計画

論文集 = City planning review. Special issue, 
Papers on city planning 34 913-918 19991015 
09131280 

キーワードを工夫して「徳島市」「都市」「交通」の

3つにして検索したところ、MAZAZINEPLUS では

次の 3件がヒットしました。 

 1 徳島市周辺の渋滞状況とロードプライシングによる 

 

交通渋滞マネジメント(TDM)施策の研究(特集クルマ

社会と都市住宅――各地における自動車交通抑制への

検討と対策の事例) 都市住宅学 1999.12 

 2 都市の特徴を生かした交通政策の提案と効果分析

――徳島市を事例として 都市計画論文集 1999  

 3 四国の玄関を目指す徳島市(西日本レポート) 調査

月報 IRC 1994.6  

一方 GeNii では次の 2件がヒットしました。 

1. 徳島市周辺の渋滞状況とロードプライシングによる

交通渋滞マネジメント(TDM)施策の研究 加藤,均;近

藤,光男 都市住宅学 30～36 1999/12 13418157 

2. 都市の特徴を生かした交通政策の提案と効果分析 - 

徳島市を事例として - 近藤 光男;廣瀬 義伸;加藤 均;

岸本 紘典 都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City 
planning review. Special issue, Papers on city 
planning 34 913-918 19991015 09131280 

片方でしかヒットしないものもありますし、キーワード

の選定によって結果が違ったりします。 
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＜11 月編＞  

最近では文献検索にも慣れ、たくさんの論文を読んでい

るあかりさん。先生にもよくがんばっていると誉められ

ました。ところが今日のゼミの時間に先生がこんなこと

を言いました。 
「このテーマは今年の春頃によく報道で取り上げられ

ていたね。過去の新聞記事を読んでみたらどうかな？」 

「新聞記事……？？」 
あかりさんはとりあえず図書館 3 階の新聞コーナーに

やってきました。 
「あれ？今月の新聞しかない。図書館にある新聞ってこ

れだけなのかな？」 
あかりさんはカウンターで聞いてみることにしました。 
「新聞は今月の分しかないんですか？」 
「いいえ、過去の分は書庫にありますよ。何月頃の新聞

をお探しですか？」 
「このテーマについて書いてある記事が読みたいんで

すけど、どこに掲載されているか分からなくて。」 

「そういう時に役立つデータベースがありますよ！『聞

蔵』（きくぞう）という新聞記事検索データベースです。

1945 年以降の朝日新聞等にどのような記事が掲載され

たか調べることができるんです。しかも調べた記事の大

部分はその場で本文が読めるから便利ですよ。」 
「えぇ～知らなかった！すごく便利。さっそく使ってみ

ます」 

 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞ 

図書館の書庫にはそれぞれ過去 1年分の新聞が保存し

てあります。徳島新聞については過去 5年分を保存して

いますので，活用してください。 

＜蔵本図書館カウンター、佐藤おじさんより＞ 

蔵本分館も過去1年分の新聞を1階資料室に保存してい

ます。利用される際はカウンターに申し出てください。 

 

 

＜12 月編＞  

以前は先生に説得力がないと指摘されていたあかりさ

んの卒論でしたが、近ごろは論文や新聞記事から得た情

報をうまくまとめていると評価されています。 

今日は自宅で参考文献をまとめていたあかりさん。こん

なことに気づきました。 
「あれ？ここ、論文の巻号書き忘れちゃってる。確かこ

れって『MAGAZINEPLUS』で見つけた論文だよね」 

あかりさんは翌日大学で『MAGAZINEPLUS』から論

文の情報を検索することにしました。しかし、不安なこ

ともひとつ。『MAGAZINEPLUS』は学内からしかアク

セスできないはず。冬休み中は岡山に帰省する予定です。 
文献の情報を調べたくなったときはどうすればいいの

でしょうか。 

次の日、そんな疑問を解消すべくあかりさんは図書館カ

ウンターにやって来ました。 
「学外からでも調べられる論文のデータベースはあり

ませんか？」 
「ありますよ！『CiNii(サイニイ)』という論文のデー

タベースです。 
『MAGAZINEPLUS』と同じように論文を探すことが

できるんですよ」 

「……『CiNii(サイニイ)』？ 『GeNii（ジーニイ）』な

ら使ったことがあるけど……」 
「ではご説明しましょう」 

実はこの「CiNii(サイニイ)」、以前図書館で紹介しても

らった「GeNii(ジーニイ)」に含まれているデータベー

ス。両データベースとも、図書館ホームページにあるリ

ンク集からアクセスできるそうです。 

「これで冬休み中も文献情報が調べられそう！」 
「ただし、データベースが違うと、論文によっては

『MAGAZINEPLUS』で検索できても、『CiNii(サイニ

イ)』で見つからないこともありますし、その逆もあり

ます。『MAGAZINEPLUS』は冬休みまでに確認してお

いた方がいいと思いますよ」 
「わかりました！ありがとうございました！」 
「近々データベースの講習会があるんです。ぜひ参加し

てください」 

＜図書館カウンター、山本おにいさんより＞ 

レポートや卒論に役立つ資料を探すための講習会を開

催します。ちょうりゅう（トピックス）の案内記事を見

てみてください。 
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＜最終回＞ 

わたしの名前は野村あかり、総合科学部の 4 年生です。

たった今、卒論の最終チェックを終えてプリントアウト

しました。 
今の時間は 14 時。提出期限の 17 時まで少し時間があ

るし、指導の先生からは昨日見てもらった時に OK を

いただいているので、製本してから先生のところに持っ

ていくことにしました。 
製本機のある事務室に向かい、製本。1 ミリのずれもな

い……我ながら完璧な出来栄えに、顔がにやけてきます。 
笑顔いっぱいのまま、先生のところに行って製本した卒

論を提出しました。 
「よし、お疲れ様。……って野村さん、笑いすぎ。ちょ

っと気持ち悪いよ」 
普段なら心に刺さるような先生の冷たい一言も気にな

りません。 

1 月 31 日 17 時。ついさっきまで「提出期限」として

プレッシャーになっていた時間が、今はなんだか待ち遠

しくさえあるような気分です。 
2 月 10 日の卒論発表会に向けて、卒論の抄録（要約）

やパワーポイントのスライドも仕上げないといけない

のですが……明日がんばろう。 
なんてったって、私はもう卒論を提出したんだから。 

思い返せば卒論提出まで、いろんなことを学びました。

参考文献リストの見方、OPAC の詳しい使い方、論文

や新聞の検索方法。連載中には出てこなかったけど、ア

ンケートを作ったり実施したり、統計で結果がでなかっ

たりで色々苦労もしてきました。 
でもなんとかなった……今はお世話になった人たちに

お礼を言いたい気分です。 

先生、友達、裕美ねえさん、図書館の人。 
本当に、ありがとうございました。 

<図書館カウンター、山本おにいさんより> 

卒論提出お疲れ様でした。 

野村あかりさんの所属している心理講座では先生に提

出したようですが、提出期限や提出場所、提出形式は学

部や講座によって異なります。卒論を提出される方は、

自分の所属する講座の卒論提出について、くれぐれもき

ちんと確認しておきましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図書館の棚には無機質に本が並んでいるように見えるかもしれませんが、わくわくするような楽しいスポットがあり

ます。 

 

（３）Hot な棚、見てある記（15 号～20 号） 

◆第 1 回目 男の器量：ビジネスマンのための教訓（15 号・2006.4） 

図書館では人生訓、教訓は 159 に分類します。特にビ

ジネスマン、経営者のための教訓は 159．4 の棚にあり

ます。 
この分類の前後に心理学や宗教学の本がありますので、

このコーナーはちょっと異質な光景です。その意味では

秘境スポットと言えるかもしれません。 
ここだけは気軽に読める本が並んでいますので、一度是

非お立ち寄り下さい。 

1. 21 世紀の成功心理学. 青木仁志著. アチーブメント

株式会社/出版部/ 星雲社(発売), 1999.  

2. 「アリ」が笑うとき「キリギリス」が笑うとき : 21
世紀の人生設計. 大滝令嗣著. 扶桑社, 2001.  

3. 男の器量. 童門冬二著. 三笠書房, 2000.  

4. 構想力のための 11 章 : 新しい発想を生み出す方法. 
水野博之著. 三五館, 2001.  

5. 仕事ができる人できない人. 堀場雅夫著. 三笠書房, 
2000.  
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6. 自分の力を 120%引き出すメンタルトレーニング. 
高畑好秀著. 日本実業出版社, 2002.  

7. なりたい自分になる技術 : あなたを成功に導くセ

ルフリーダーシップ. チャールズ・C・マンツ, クリス

トファー・P・ネック著/宍戸由希子訳. 生産性出版, 
1999.  

8. ニコマコス流頭脳ビジネス学. 大平健著. 岩波書店, 
2001.  

9. ハーバードからの贈り物. デイジー・ウェイドマン

著 / 幾 島 幸 子 翻 訳 . ラ ン ダ ム ハ ウ ス 講 談 社 , 

2004(Harvard business school press).  

10. フィッシュ!おかわり : オフィスをもっとぴちぴち

にする 3 つの秘訣. スティーヴン・C.ランディン, ジョ

ン・クリステンセン, ハリー・ポール著/青山陽子訳. 早
川書房, 2003.  

11. 物の見方考え方. 松下幸之助著 . 実業之日本社, 
2001.  

12. 理念なくして戦略なし : 戦略家西郷隆盛と孫子. 
田村文重著. 芙蓉書房出版, 2004. 

 
 

◆第 2 回目 クレオパトラのとなりに『ご冗談でしょうファインマンさん』（16 号・2006.5） 

図書館の人気ジャンルである伝記(個人の一生を描い

た)ものは、対象となっている人の分野に関係なく 289
という分類番号に集めています。 

自然科学者の個人伝記、例えばガリレオの伝記は自然科

学関係の書架ではなく、本館で言えば、人文・社会科学

系の図書を置いている 3 階にあります。 

ただし文学者の伝記は文学のところに分類することに

なっていますが、必ずしもそうとは限りません。ややこ

しいので、とにかく一度 289 の書棚の前に立ってみて

ください。 

本館の 3 階は、わずか 17 棚ですが、本館の書庫であれ

ば 135 棚分もあります。戦国大名も現代の芸能人も平

等に人名の ABC 順に並んでいます。 
ぜひ、一度お立ちよりください。 

図書館の本は主題でグルーピングします。ひとつの主題

の中では著者ごとに集めます。 
しかしこの個人伝記の場合は伝記を書いた著者ではな

く、伝記の対象になった人の名前で集めるようにしてい

ます。 

 

◆第 3 回目 コンピュータ関係の本はひとつ場所にあらず（17 号・2006.6） 

情報科学およびシステムに関するものは 007 

 工学的な取扱いに関するものは 548 

コンピュータやインターネットに関する図書の置き場

所は、おおまかに言って 2 個所に別れています。原則

は情報科学およびシステムに関するものは 007、工学的

な取扱いに関するものは 548 ですが、この区別は一般

的にはわかりにくいものです。 
両方の棚の前に立ってみましょう。 

同じように「統計」も別れています。350 と 417 の 2
個所にあります。 
 

自分の探している図書がどちらに分類されているか蔵

書検索などによって確かめるのもいい方法です。しかし

漠然と探すときなどは両方の場所に行ってみることも

大切です。 

一般的に図書館では主題ごとに置く場所を決めていま

す。しかし、探している人の考える分類体系と図書を整

理する人の頭の中が同じとは限りません。 
目の前の書架にコンピュータに関する図書が並んでい

たとしても、それとはまったく違う場所(分類)にコンピ

ュータの本があるかもしれないということを絶えず疑

ってみてください。 
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◆第 4 回目 スポーツ関係は映画のとなり（18 号・2006.7） 

阪神タイガースは今年も活躍中でよろこばしい限りで

す。徳島には阪神ファンが多いようです。 

ところでスポーツ関係の図書は、図書館のどこにあるの

でしょうか。歴史や社会科学ではありません。自然科学

や産業・工業とも違います。実は「芸術」に分類されて

います。 
野球関係に限っても以下のような図書が徳大図書館に

あります。 
ぜひ一度足をお運びください。 

1. イチローに学ぶ「天才」と言われる人間の共通点. 児
玉光雄著. 河出書房新社, 2001. 2. 一勝二敗の勝者論. 
関根潤 三著. 佼成出版社, 1990. 

2. 輝けるアメリカ野球 : 球史を飾る男たちのドラマ. 
ロジャー・カーン著/池井優訳. 講談社, 1978. 

3. 高校野球の社会学 : 甲子園を読む. 江刺正吾, 小椋

博編. 世界思想社, 1994(Sekaishiso seminar). 

4. 三流. 長嶋一茂著. 幻冬舎, 2001. 

5. それゆけネッピー! : プロ野球マスコットにかけた

ゆめ. 花木聡作/西村緋祿司絵. くもん出版, 1997(おは

なしノンフィクション:7). 

6. 誰もわかっちゃいない! : 江本孟紀の超論プロ野球. 
江本孟紀〔著〕. 藝神出版社, 1996. 

7. プロ野球の経営学 : 個人と組織を 100 倍面白くす

る. 北矢行男著. 東洋経済新報社, 1992(21 世紀ビジネ

ス). 

8. 星野仙一勝ちたいんやッ : 「七つの顔を持つ男」は

こうしてダメ虎を甦らせた. 大下英治著. 徳間書店, 
2003. 

9. 野球食. 海老久美子著. ベースボール・マガジン社, 
2001. 

 
 
◆第 5 回目  文学関係はあちこちにならぶ（19 号・2006.8） 

図書のカバーには次のような表示があります。 

ISBN4-7664-0724-8 C2000 ¥1800E 

2 番目の項目が日本図書コードと呼ばれるもので、ここ

に分類が書いてあります。書店はこの分類コードを利用

して店内に並べているのだと思われます。大学図書館で

使われている日本十進分類法よりはるかに簡単な分類

表です。 

日本十進分類法は、特定状況下での利用に対して詳しす

ぎる分類をしてしまうことがあります。家畜学関係の蔵

書が数百冊しかないような図書館で家畜学に関する厳

密な分類を図書に与えることは無用な混乱を招くかも

しれません。 

文学関係の分類では、小説類と随筆類を分けて分類する

のですが、これが混乱を招くことがあります。同一作家

であっても作品の置き場所が大きく離れてしまうので

す。 

田辺聖子の作品を例に挙げます。 

○欲しがりません勝つまでは : 私の終戦まで ポプラ

社, 1977.4 【159 人生訓】 
○大阪弁ちゃらんぽらん 筑摩書房, 1978.6 【818.63 
日本語方言】 
○愛してよろしいですか? 集英社, 1979.4 【913.6 小

説】 
○ああカモカのおっちゃん  文芸春秋, 1977.2 【914.6 
随筆】 
○おくのほそ道  講談社, 1989.9 【915.6 紀行】 

例えば、小説の棚で田辺聖子の本を数冊見つけたとして

も、他に随筆や紀行の棚にも田辺聖子の本があるかもし

れないということを覚えておいてください。 

書架の前に立って本を探すのは、手軽で、一覧できると

いう意味では重宝なのですが、限界があるということで

す。 
必ず学内蔵書検索(OPAC)を使って必要なものを確認す

るクセをつけてください。 
 
 
 

 



 22 
 
 
◆第 6 回目  地元徳島の資料（20 号・2006.9） 

図書館が使っている分類は日本十進分類法という全国

共通の分類表です。 
原子物理学はほとんどの図書館で 429 に分類されてい

ます。これは大変便利なことです。 

日本各地の郷土資料については、北海道から地理的順番

にあわせて分類されています。 

211 北海道 
212 東北地方 
213 関東地方 
214 北陸地方 
・・・ 
ちなみに徳島県は 218.1 に分類されます 

日本各地にある図書館はどうしても固有の特徴、事情を

持っています。 

共通の番号だけでは処理しきれないものが出てきます。

そのような時、共通ではないもの、その図書館に固有の

ものがあった場合は、090～099 を使うことになってい

ます。 
一般的には郷土資料をこの番号にあてることが多いよ

うです。 

徳島大学附属図書館では徳島県の資料は郷土資料とし

て 09＊に分類されていたり、全国共通の番号を使って

218.1 に分類されていたりします。 
利用するときはどう区別するのか理解しがたい側面が

ありますので、どちらもチェックしてみるようにしてく

ださい。 

◆090 に分類されている例 
1.徳島の地名と民俗 . 萩沢明雄著 . 南海ブックス , 
1977(阿波文庫:1).  
2.地質 . 岩崎正夫 , 中川衷三編 . 徳島市中央公民館 , 
1981(徳島市民双書:13, 15, 徳島の自然).  
3.徳島のモラエス. 徳島のモラエス編集委員会編. 徳島

市中央公民館, 1972(徳島市民双書:5).  

◆092 に分類されている例 
1.絵で見る徳島の百年 : 第 3 回阿波庶民生活展. 飯原

一夫絵. 徳島史学会, 1968.  
2.徳島城. 徳島県立博物館, 1998(徳島の自然と歴史ガ

イド:no.1).  
3.徳島大空襲. 徳島県立博物館, 2005(徳島の自然と歴

史ガイド:no.4).  
4.徳島の昭和二百人. 東四国新聞社, 1983.  
5.徳島の女性先覚者展図録. 徳島県博物館編. 徳島県博

物館, 1983.  

◆093 に分類されている例 
1.聞き書徳島の食事. 「日本の食生活全集徳島」編集委

員会編 . 農山漁村文化協会 , 1990(日本の食生活全

集:36).  
2.徳島の子どもたち : 徳島子ども白書. 丸山尚子[ほ
か]著. 教育出版センター, 1977.  
3.徳島の社会教育 : 10 年の歩みと現状. 徳島県教育委

員会社会教育課 [編]. 徳島県教育委員会, 1959.  
4.徳島の青少年. 徳島県企画調整部青少年婦人室編. 徳
島県青少年対策本部, 1989.  
5.徳島の方言. 高田豊輝著. 高田豊輝, 1985.  

◆096 に分類されている例 
1.グラフで見る徳島の農林水産業. 徳島農林統計協会

編. 徳島県農林企画課, 1985.  
2.新鮮王国徳島の鳴門わかめ : 西日本一の産地から. 
中国四国農政局徳島統計情報事務所, 2003.  
3.徳島の庭園. 福原健生著. 出版, 1961.  
4.阿波藍沿革史. 西野嘉右衛門著. 思文閣, 1971.  
5.グラフで見る徳島の農林水産業. 徳島農林統計協会

編. 徳島県農林企画課, 1985.  

◆218.1 に分類されている例 
1.阿州徳島藩御家中録. 宮本武史編著. 宮本武史, 1965.  
2.阿南市史. 阿南市史編さん委員会編. 阿南市教育委員

会事務局, 1987.  
3.阿府志/阿淡御条目. 徳島県史編さん委員会[編]. 徳島

県, 1967(徳島県史料:第 2 巻).  
4.阿波一宮城. 「阿波一宮城」編集委員会編. 徳島市立

図書館, 1993(徳島市民双書:27). 
5.徳島藩の史的構造. 三好昭一郎編. 名著出版, 1975(地
方史研究叢書:5). 

 

 




