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　4 月 1 日付で徳島大学附属図書
館長に就任しました大学院 HBS

研究部（機能解剖学分野）の福井義浩です。就任に
際して一言ご挨拶申し上げます。附属図書館は、学
術情報の提供と膨大な図書情報の保存・管理を担う
大学の教育・研究を支援する基盤組織の一つに位置
づけられます。改修工事は本館に引き続き蔵本分館
も完了し、館内の居住環境は大幅に改善されました。
今後は、学部学生、大学院生、教職員の方々に優し
い図書館作りのために全力を尽くす所存です。皆様
のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
大学附属図書館としての機能の充実と拡充
　大学図書館の役割は、時代と伴に変化していると
はいえ、最も重要なのは教職員・大学院生の研究支
援と学部学生への学習支援です。電子ジャーナルの
普及により研究者が図書館に足を運ぶ頻度は激減し
ましたが、学術情報の発信基地としての役割は従来
よりも増しています。情報化推進センターとの協力
体制、大学図書館コンソーシアム連合の利用による
電子ジャーナル購入経費の削減等、今後改善しなけ
ればならない事項は多々あります。一つずつ解決し
ていきたいと考えています。また、学部学生が日常
的に利用する学生図書（学習用教科書、参考書）は
古いものが多く、新刊の図書は種類、量ともに不足
しています。学生の経済的負担を減らす意味でも図
書館に於いて新刊の学生図書を充実しなければなり
ません。
貴重資料「近世古地図」の保存と高精細デジタル化
　附属図書館には、200 点を超える古地図類が貴
重資料として所蔵されています。その内訳は［徳島］
55 点、［全国］20 点、［諸国］49 点、［江戸］44
点、［京都］16 点、［世界］17 点です。これらの資
料は、総合科学部平井松午教授の協力で「貴重資料
デジタルアーカイブ」として附属図書館ホームペー
ジで提供されています。貴重な資料であるため、国

内だけでなく海外からの照会も多くなっています。
徳島大学にしか収蔵されていない資料も多数所蔵し
ており、さらに広く社会に発信できるようにデジタ
ル化を推進する必要があります。
本館と分館の運用の一体化
　本館と分館のリニューアルも完了し、館内の居住
環境は格段に良くなりました。これまで本館と分館
の運用は別々でサービスも異なっていましたが、そ
れぞれの利点を取り入れて利用者に優しい、特に学
部学生の学習支援に重点を置いた図書館づくりを目
指したいと考えています。
徳島市立図書館との連携協力
　平成 25 年 3 月 11 日に徳島市立図書館との連携
協力に関する協定書を締結しました。公営図書館と
大学附属図書館は、設置形態も対象とする利用者も
異なりますが、今後は各々が得意とする領域で協力
して、学生・市民に新たな分野の書籍への興味を喚
起したいと考えています。徳島大学教員が選定した

「新入生にすすめる私のこの一冊」については、既
に市立図書館でも閲覧できるようになっています。
　大学附属図書館は、すべての書籍を収蔵する国立
国会図書館のミニチュアではなく、一般市民を対象
として一般書から専門書までを扱う公営図書館でも
ありません。大学附属図書館の重要かつ本来の役割
は、大学の構成員である教職員と学生の教育・研究
支援であることを最後に強調したいと思います。

- 1 -

新任のご挨拶

徳島大学附属図書館長　福井義浩
（大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教授）
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　蔵本分館がリニューアルオー
プンしてから、ほぼ 1 年が経過
しました。順調に利用者数が伸

びているようです。以前の図書館は静粛に使用する
もので、飲食などご法度、という利用の仕方しかあ
りませんで です。グループ学習室やミーティング
ルームの使用は予約可能で、最初は受付カウンター
に赴く必要がありますが、一度登録しておけば、ウェ
ブサイトからでも予約できます。是非もっと多くの
方々に利用していただきたいと思います。
　私もミーティングルームを研究室のセミナーのた
めに何度か利用してみました。ミーティングルーム
やグループ学習室には大型タッチパネルディスプレ
イ装置があってとても魅力的なのですが、多くの
方々に活用していただくには、もう少し工夫して提
供する必要がありそうです。それほど頻繁に利用し
ない者としては、使用方法を教えてもらっても、次
回に使用するときには忘れてしまっているので、ま
た教えてもらわないといけない。私のような者はそ
の繰り返しになります。また、どんな利用法がある
のかについての広報のやり方も工夫が必要でしょ
う。
　もう教員が図書館に出かけて行って利用すること
はない、それでいいのだ、という考えもあるでしょ
う。しかし、図書館の側からすると、それはちょっ
とさびしい。教員の方々にも利用価値のある場であ
りたい。そのためにも利用法について工夫が必要の
ように思います。例えば、図書館のミーティングルー
ムに行けば海外在住の共同研究者とすぐにミーティ
ングができるとか、魅力的な利用法を提示したいも
のです。

　「図書館」という名称は、情報の提供・入手が図
書からに限られていた時代の名残です。現在は音声・
映像各種メディアの時代を経て、電子化の波が押し
寄せています。電子化への対応に遅れをとってはな
りません。これまでは電子ジャーナル等の高騰化を
円高の恩恵で、ある程度吸収してこられました。し
かし、今後は為替変動の影響が危惧されます。大学
図書館コンソーシアム連合での取り組みに期待しま
す。
　電子化に関しては、機関リポジトリの充実も課題
です。これまでは学内紀要・国内雑誌掲載論文・欧
文雑誌論文の抄録が中心でしたが、学位論文や、発
表論文の著者原稿などの掲載に取り組んでいく必要
があります。
　紙媒体の図書も、特に学生用図書の充実には努め
る必要があるでしょう。教員だけでなく、学生の皆
さんの希望にかなった図書の購入が進められていま
す。最近ブックハンティングや Web 選書を実施し
て、ある程度の成果をあげていますが、まだまだ学
生の皆さんの認知度は低いようです。これから益々
盛んにしていただきたいと思います。
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徳島大学附属図書館のこれから

徳島大学附属図書館　蔵本分館長　長篠博文



　近年、学生の学修時間が短いこと
が問題とされており、各大学では対
策を講じているが、その中の 1 つに

学修環境の整備が挙げられる。特に、学生が学修を
行う場として、図書館にさまざまなタイプの学修ス
ペースを整備する取り組みが存在する。学修の目的
に応じて、学生が静かに個人学修を行う場所、グルー
プで話し合いながら学修を行う場所やディスカッ
ションを行う場所などが創られている。
　2012 年 1 月、徳島大学附属図書館本館では、学
生がグループ学修を行うことができる「ラーニン
グ・コモンズ」を整備した。その後、学生が図書館
で会話をしながら学修する姿が見られるようになっ
たが、さらに学生の利用を促進する工夫が重要にな
る。そこで、2013 年 1 月、学内においてピア・サ
ポート活動を行っている学生チーム「繋ぎ create」
が、学生の期末試験に関する学修支援や、学修その
ものの見直しを目的とした「スタディレスキュー
WeeeeeK」を企画した。
　スタディレスキュー WeeeeeK は、複数の教員が
特定の時間、ラーニング・コモンズに待機し、学生
の学修に関する質問に答え、アドバイスを行うもの
である。数学、物理学、心理学などを専門とする 8
名の教員の協力を得て、1 月 21 日（月）～ 25 日

（金）の 5 日間実施し、33 名の学生が相談に訪れ
た。ここで行われる学生と教員とのやり取りは、問
題に対する質問をきっかけにして、ノートの取り方
やレポートの書き方、学修に向かう姿勢などのアド
バイスにまで発展した。学修に向かう姿勢や学修の
仕方などは、学生はこれまでに教わったことがなく、

学力不振の要因として学修内容を理解する以前のと
ころで行き詰っているケースがある。これらのこと
は、大学生ならば知っていて当然であるとされてい
るが、少子化や社会の多様化に伴い、さまざまなタ
イプの学生が大学に入学するようになった現在にお
いては、求められる支援である。
　今回、スタディレスキュー WeeeeeK を企画した
繋ぎ create の学生メンバーは、4 か月間かけて事
前準備を行った。学生の相談が多くなると考えられ
る科目の調査、実施時期・実施方法などの検討、企
画書の作成、チラシの作成や掲示、教員に対する協
力依頼など、図書館職員の協力を得ながら学生の主
体のもと進められた。今回の企画では、学修支援に
よって、学生の学修への取り組み方の改善や意欲の
向上が実現するだけでなく、企画を運営する学生に
とっても、自身の学修に対する取り組み方、社会性
の育成にもつながったと考えられる。2013 年 4 月
からは、スタディレスキュー WeeeeeK をさらに発
展させ、協力教員をさらに増やし、大学院生の協力
も得て、同様の学修支援を日常的に実施する「Study 
Support Space」を開催することとした。今後は、
学修支援の充実だけでなく、学生が主体的に関わる
学生支援（ピア・サポート）の拡大も大学における
重要な課題の 1 つとなる。学生と教職員が協働し
て学生支援をすすめて行くことが出来る体制を，大
学として整えることに期待する。
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学生と教職員の協働による学修支援
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徳島大学教育改革推進センター助教　吉田博



　2012 年春、徳島大学の職員となっ
た私は、社会人 1 年目に図書館に配
属となりました。本が大好きな私に

とって、図書館で働けるということは本当に嬉しい
事でした。でも実は自分が大学生の時には、図書館
で働いている職員さんを見て、そんなに忙しそう
じゃないなぁ…なんて思っていました。しかし、実
際に働いてみると意外に忙しい！　私の仕事は主
に、学生さんや先生から図書館にない資料が欲しい
という申込みがあったときに他の大学図書館に取り
寄せを依頼したり、学生さん向けに参考文献の探し
方について説明する講習会を行っていました。
　文献の取り寄せで最も印象に残っているのは、海
外の図書館に依頼をしたことです。徳島に就職して、
外国の方とメールでやりとりするとは思ってもいま
せんでしたが、私の下手な英文メールに返信が来た
ときはちょっと感動しました。取り寄せを依頼した
本も無事に図書館に届き、申込者にお渡しできまし
た。実は徳島もグローバル化が進んでいたというこ
とを知った仕事になりました。
　また、いきなり講習会担当となった時は、大学を
卒業したばかりの私が学生に何かを教えていいもの
だろうかと思いましたが、実際に自分がレポートを
書いた時に分からなかったことや工夫していたこと
なども盛り込むようにしました。資料づくりのため
にレポートの書き方についての本も読みまくり、学
生の時よりもレポートについて詳しくなったくらい
です。アンケートに「分かりやすかった」「ありが
とうございました」と書かれていると本当に嬉しく、
次の講習会に向けてさらに頑張ろうと思えました。

　自分が学生の時に想像していた図書館の仕事と実
際の仕事はかなり違っており、最初の頃はかなり
ギャップを感じ、驚きの毎日でした。でも社会人 1
年目にして様々なことに挑戦でき、楽しくやりがい
のある仕事でした。
　残念なことに、私は 1 年間で大学病院に異動と
なりました。今の職場は図書館の雰囲気とは全く違
い、毎日が戦場のようです。また成長したときに図
書館に戻ることができたら、学生さんにとって居心
地がよく、役に立つ図書館作りに取り組みたいと
思っています。毎日学生さんと接する図書館で仕事
ができたことで、学生の立場に立って考え、仕事を
する、という大学職員にとって大切なことを学べま
した。一緒に働いた職員の皆さんにはご迷惑ばかり
おかけしましたが、私は図書館で働けて本当によ
かったと思っています。またいつか一緒にお仕事で
きる日が来るのを楽しみにしています。ありがとう
ございました。
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図書館のお仕事

徳島大学病院医事企画課医科外来係　鶴田早紀



　この春から大学院に進学し、この
徳島大学との付き合いもついに５年
目に突入いたしました。あまりに

あっという間に過ぎ去っていった日々に思いを馳
せ、同時にこれからの院での生活を考え身の引き締
まる思いです。
　さて、徳島大学附属図書館との関わりも、同じく
もう５年目となります。わたしが徳島大学に入学し
てぴかぴかの学部１年生だった頃、ちょうど図書館
が全面的に改修工事を行っていて入ることができ
ず、結構しょんぼりした記憶があります。しかし６
月には工事も終了し、わくわくしながら図書館に初
めて入った時の興奮は忘れられません。「きれい！」

「広い！」「本が、たくさんある！」充実した施設に
心をおどらせ、毎日のように通っていました。
　そしてわたしと図書館とのつながりがとても深
まったきっかけは、わたしが学部３年生の春に図書
館のアルバイトに採用されたことでしょう。採用さ
れた時の嬉しさはひとしおでした。また、図書館で
働く職員の方々とどんどんお知り合いになれて交流
できるようになったことが非常に光栄でした。
　さらにその数ヶ月後に図書館内で行われている

「ライブラリー・ワークショップ」という活動にメ
ンバーとして参加させて頂いたことが、大きな転機
でした。わたしは特にそれまでサークルや部活動に

入っていなかったのですが、ライブラリー・ワーク
ショップの活動にとても興味があり、図書館の職員
さんに誘って頂いたことをきっかけとしてメンバー
となりました。活動としては毎週メンバーが図書館
に集まってミーティングを行い、様々なイベントを
企画したり意見を出し合ったりなどです。わたしが
入った当初はメンバーが少なかったのですが、いま
や１年生から４年生まで多くのメンバーが加入して
とても賑やかな団体となっております。学生だけで
はなく教員や図書館の職員も一緒になって活動が出
来るので、本当に皆さんと距離が近くなれるという
とても魅力的な活動です。院生となりましたが、ラ
イブラリー・ワークショップの一員として引き続き
参加し活動しています。
　もしも図書館とこんなにも深く関わっていなかっ
たら、今のわたしはなかっただろうなと、ふと考え
る時がよくあるほど図書館にはたくさんの思いがつ
まっています。
　これからも図書館でいっぱい勉強して、そして
いっぱい活動して、わたしのように徳島大学のこの
図書館が大好きな人がたくさん増えることを願って
います。
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工学部光応用工学科　斉藤くるみ

　私が図書館でアルバイトをしよ
うと思ったきっかけは、先輩の図

書館アルバイトの方でした。私は読書や勉強で図書
館を利用していました。図書館を利用していた時に
アルバイトの方の丁寧な図書の扱いを見て、あの人
のようになりたいと思い応募しました。
　図書館アルバイトの主な業務は返却された図書の
配架です。書庫や雑誌まで含めるとかなりの種類が
あるので場所を覚えるだけで大変です。今では 30
分ほどでできる量の作業に、慣れるまでは 1 時間
弱かかっていました。その他の業務にはグループ研
究室や視聴覚コーナーの鍵の貸出、利用者の手助け
などがあります。多くの作業があり戸惑いましたが、
職員の方やアルバイトの先輩方に優しく教えていた
だきなんとか業務ができるようになりました。
　 図 書 館 の ア ル バ イ ト を き っ か け に SSS(Study 
Support Space) という企画にも参加させて頂くこと
にもなりました。SSS は図書館で毎日学習相談を開
催するという繋ぎ create の企画です。私は第 2 回
ミーティングから参加しています。24 年度後期に
開催されたスタディーレスキュー WeeeeeK の常設
版のようなものですが、ピア・サポートルームとい
う新たな場所で毎日、様々なアドバイザーが交代で
担当している点がスタディーレスキュー WeeeeeK
とは異なります。SSS 開催にあたってチラシ作りや
ピア・サポートルームの模様替え、シフト作りなど
に関わりましたが慣れない作業に投げ出したくなる
事もありました。しかし今は SSS スタートの日が
待ち遠しくて仕方がありません。4 月 12 日から図
書館 1 階ピア・サポートルームでアドバイザーが
レポートの書き方から研究室の選び方までどんな質
問でも受け付けているので気軽に部屋を訪れてくだ
さい。
　職員の方やアルバイトの先輩方は優しい方ばかり
なので利用者としてもアルバイターとしても楽しく
図書館を利用させて頂いています。これからも頑張
りますのでよろしくお願いします。

医学部　栄養学科　4 回生　中川　真莉菜

　私が附属図書館で勤め始めてから
2 年ほど経ったでしょうか。
　私は図書館の建て替え工事が始ま
る少し前からアルバイトをさせてい

ただいており、仮設図書館、新しい図書館と移り変
わっていく時間を図書館で過ごしてきました。
　建物が変わるたびに覚えることも増え、なかなか
業務に慣れずに職員さんや先輩方にご迷惑をおかけ
してきたかと思います。
　あの頃は新人だった私も今では一番古いアルバイ
ト職員になりました。周りの方々にサポートしてい
ただき、また利用者の方からの「ありがとう」とい
うお言葉や笑顔に支えられ今まで勤めてこられたと
感謝の気持ちでいっぱいです。
　これからも感謝の気持ちを忘れず、皆様が快適に
利用できる図書館の空間作りに少しでも役立てたら
と思っています。
　学生生活最後の 1 年、勤めさせていただく期間
も残りわずかですが、どうぞよろしくお願いします。
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2005 年 メールマガジン 館報「すだち」創刊号発刊 1
平成 16 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 16 回）「学術機関リポジトリ - 新しい電子図書館機能 -」 

「社会貢献・地域貢献のおける大学図書館の役割」  
徳島県立図書館統合検索開始 4
本館・蔵本分館間デリバリーサービス開始 5
附属図書館キャラクター募集・決定 ( 本の虫「のほほんクン」、平成 20 年 11 月まで使用 ) 10

2006 年 平成 17 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 17 回）「蜂須賀家家臣成立書」からみた阿波の社会史 13
事務部制の廃止、学術情報係の廃止  
学術研究国際部に所属、課名・係名変更  
午前 8 時 40 分開館開始、本館は午後 10 時まで開館分館は時間外特別利用を午前 0 時までとする 15
AED（自動体外式除細動器）を本館に設置 19
平成 18 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 18 回）「阿波・淡路の国絵図を読む」 21

2007 年 メールマガジン 「すだち」2 周年記念総集編発行 2 周年
情報部に所属、課名・係名変更なし  
平成 19 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 19 回）「人間愛は国境を超える」 33
蜂須賀家家臣団家譜史料データベースの一般公開開始 35

2008 年 AED 設置（蔵本分館）  
本館改修工事開始 45
徳島県大学図書館協会ホームページを開設 46
平成 20 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 20 回）「その後の『バルトの楽園』」 47
学生によるブックハンティング実施（以後毎年開催） 48

2009 年 蔵本分館北側玄関改修（風除室設置）  
本館改修竣工 44
情報探索ガイドブック「情報通」作成  
本館リニューアルオープン（一部開館） 52
自動入館システムの開始、通常開館時間の再開（本館）  
本館リニューアルオープン記念式典、正式開館 54
国立大学図書館協会中国四国地区協会実務者会議（当番館：徳島大学附属図書館）  
徳島大学創立 60 周年記念学術講演会 ( 第 21 回 ) ｢徳島城下町と洲本城下町｣ 58
太陽光発電パネル設置竣工（本館） 58
本館・分館の和装本資料の燻蒸、本館和装本資料室及び貴重資料室の燻煙処理 59

2010 年 養護学校生の就業体験（本館）  
徳島大学機関リポジトリの試験運用開始  
蔵本分館エレベータ改修工事 61
蔵本分館照明設備改修工事  
情報探索ガイドブック「情報通」改訂  
第 58 回中国四国地区大学図書館協議会総会（当番館：徳島大学附属図書館）  
第 37 回国立大学図書館協会中国四国地区協会総会（当番館：徳島大学附属図書館）  
附属図書館キャラクター決定「つねくら学園のなかまたち」 65
平成 22 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 22 回）「山西家の繁栄と徳島の経済」 70
徳島大学機関リポジトリの正式運用開始  
ライブラリー・ワークショップの立ち上げ、イベント開催 70

2011 年 支援学校生の就業体験 ( 本館 ) 74
図書館バッグ（視聴覚資料貸出袋）の制作（本館） 74
就活本コーナーの設置（本館）  
泉山文庫（島田麻寿吉氏旧蔵本）の目録データ入力完了 77
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2011 年 図書館利用案内ビデオ作成 75
古地図の電子化と複製印刷絵図を展示用に軸装  
館内飲食ルール運用開始（本館） 75
蔵本分館ブログ開始 78
支援学校生の就業体験（本館）  
蔵本分館改修工事開始（一部増築） 80
平成 23 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 23 回）「徳島の生んだ大論客・日本歴史学の創始者 喜
田貞吉～自筆原稿や書簡から～」

83

支援学校生の就業体験（本館）  
2012 年 ラーニング・コモンズ本館 1 階にオープン 84

電子ブックトレンド講演会（本館） 85
英語版・中国語版・韓国語版利用案内作成（本館）  
図書館業務用・教育用計算機コンピュータシステムの更新  
蔵本分館改修工事竣工  
電動集密書架設置 , 入館ゲート、BDS 増設（蔵本分館）  
蔵本分館リニューアルオープン記念式典、開館 89

「図書館概要」「年次報告書」の電子版を公開 91
「iPad」館内貸出サービスを開始（本館） 93
午前 8 時 30 分開館開始 93
平成 24 年度徳島大学附属図書館学術講演会（第 24 回） 95
電子ブックトレンド講演会（その 2）（本館） 96

2013 年 「スタディレスキュー Weeeeek」の開催 97
マイクロフィルム劣化調査 97
德島市立図書館と連携協力に関する協定の締結 98

年 　　できごと すだち掲載号



　2005 年 2 月 17 日の創刊以来、メールマガジン「すだち」には多くの記事が掲載されてきました。
　実はメールマガジン「すだち」は第 15 号以降、次号が発行されるまでの約 1 か月間のアクセス記録を
出して今後の記事づくりの参考にしています。
　それによると、アクセス数上位 10 件は以下のとおりでした。

発行後一ヶ月のアクセスランキング
順位 アクセス数

（合計）
アクセス数

（学外から）
掲載号 　記事

1 239 89 20(2006/09) 交流の広場
2 236 122 28(2007/05) 図書館はもう満杯！？
3 129 115 96(2013/01) 電子ブックトレンド講演会 ( その２) を開催しました
4 128 72 28(2007/05) 連載：図書館のモノ・もの ◎ No.9　ブックポスト
4 128 71 28(2007/05) 連載「知的感動ライブラリー」(1) 映画『バルトの楽園（がくえん）』
6 123 77 29(2007/06) せっかく作ったワープロ文書が開けない !?
7 121 59 39(2008/04) ピクトグラムでテレビ出演 !?
8 117 70 28(2007/05) 図書館アルバイトＯＢから
9 116 64 28(2007/05) 連載：図書館のモノ・もの ◎ No.10　ダムウエーター

( 小荷物専用昇降機 )
10 115 52 21(2006/10) 今年の読書週間行事≪のほほんクンしおりプレゼント≫

　なつかしい記事が多いようですがごく最近の記事も上位にあり、長期間メールマガジン「すだち」をご
覧いただいていることがわかりました。
　ご利用ありがとうございます。

　ただ、このアクセス数は発行後約 1 か月間だけを対象にしたものです。
　今回はメールマガジン「すだち」100 号発行を記念し、各号の発行後から 2013 年 3 月までのアクセ
ス数も出してみました。
　アクセス数上位 10 件は以下のとおりでした。

累計アクセスランキング
順位 アクセス数

（合計）
アクセス数

（学外から）
掲載号 　記事

1 1,732 1,679 35(2007/12) 連載：図書館のモノ・もの ◎ No.23　書架
2 1,503 1,484 2(2005/03) 卒業する学生の方々からのメッセージ
3 1,498 1,476 9(2005/10) 「学術機関リポジトリ」？
4 1,428 1,410 20(2006/09) 連載：Hot な棚 , 見てある記 (6)( 最終回 )
5 1,363 1,333 10(2005/11) 徳大図書館のキャラクター決定
6 1,207 1,155 16(2006/05) 本学教員寄贈図書
7 1,186 1,132 33(2007/10) 連載：図書館のモノ・もの ◎ No.20　裁断機
8 1,180 1,116 29(2007/06) せっかく作ったワープロ文書が開けない !?
9 1,136 1,089 32(2007/09) 連載：図書館のモノ・もの　◎ No.18 スローダン ( 緩降機 )

10 1,084 1,059 32(2007/09) 連載「知的感動ライブラリー」(5) ヴェルディの歌劇『椿姫』
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　このランキングを調べる前は、記事が掲載されている期間の長い古い号が上位を独占するのではないか
と思いました。
　実際は、さすがに新しい号は上位に来ませんでしたが、単純に古いものほど上位というわけでもないよ
うでした。

　第 1 位の「第 35 号 (2007/12/14)　○連載：図書館のモノ・もの ◎ No.23　書架」は図書館にあるい
ろいろな種類の書架を紹介しているため、特に注目が高かったのではないかと思われます。
　また、第 8 位の「第 29 号 (2007/6/20)　☆せっかく作ったワープロ文書が開けない !?」は 6 年前の
記事ですが、Google で「ワープロ　文書　開けない」と検索すると、いまだに 1 ページ目に表示されます。
　第 9 位の「第 32 号 (2007/09/14)　○連載：図書館のモノ・もの　◎ No.18　スローダン ( 緩降機 )」
をやはり Google で「スローダン」と検索すると、記事が 1 ページ目に表示されるだけでなく、スローダ
ンの画像検索結果で 1 ページ目に表示される 4 つの画像のうち、2 つまでがこの記事に掲載している画
像のものでした。

やはり、
• 注目されやすい内容の記事
• Google 等のサーチエンジンで検索して上位に表示される記事
が上位になっているように思われます。

　一方、アクセス数の伸びをみますと、今回第 1 位になった「第 35 号 (2007/12/14)　○連載：図書館
のモノ・もの ◎ No.23　書架」は、発行直後の約 1 か月間のアクセス数は 80 回 ( うち学外からのアクセ
スは 50 回 ) でした。それが 5 年と少しの間に 20 倍を超えるアクセス数になっています。
ホームページ上に残るため長期間にわたって読まれることの多いメールマガジンですが、この数値の増加
には正直驚いています。
　すだちでは今後も最新の情報だけでなく、長期間読んでいただける記事づくりも目指していきたいと思
います。
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　　10 号〜 15 号　WoS にウォッス
学術論文データベース Web of Science の利用につ
いてのちょっとしたヒントです。

　　15 号〜 20 号　Hot な棚、見てある記
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。

　　16 号〜 24 号　あかりさんの卒論書かなくっちゃ
文献検索の講習会は毎年図書館でも行なっていま
す。が、その前の段階が分かっていない方、つまり
• 論文ってなに？　どこに載っているの？　え、

本じゃないの？
• 本の検索はしたことがあるけど、雑誌の検索は

よく分かりません
• 論文の最後にある「参考文献」を読もうと思っ

ても、見方がちんぷんかんぷんです
という学生さんには、検索の講習会をしても今ひと
つ伝わりません。学術雑誌を見たことがない、参考
文献を読んでみようと思ったことがない人は、検索
結果を見ても、それが何を意味するのか分からない
からです。
大学入門講座や授業で説明したはずだからそんな学
生さんはいない？　のが理想ですが、残念ながら現
実はそうではありません。

せっかくの大学生活それではもったいない、という
ことからこの連載は始まりました。

主人公の野村あかりさんは大学 4 年生ですが、本
の検索しかしたことがなく、論文を読んできなさい
と先生に言われても何をすればいいのかさっぱり分
かりません。

そんなあかりさんが、学術雑誌のある場所まで辿り
つき、実際に雑誌を読んで自分のテーマにあった論
文を読むところから始まり、参考文献の見方、論文

の取寄せ、他大学図書館の利用、色々なデータベー
スの検索……と成長していきます。
連載中あかりさんは何か困ったことがあると、いつ
も図書館職員に相談します。
現実世界でも図書館員を頼りにしてほしい、分から
ないことがあったら尋ねてみたらいいんだと思って
ほしい、そんな気持ちも込めています。

　　22 号〜 27 号　先生方のための図書館利用法
講義などで徳島大学附属図書館を使っていただくと
きのちょっとした提案です。

　　24 号〜 35 号　図書館のモノ：もの
図書館の職員というのは、色んなものにこだわりの
ある人が多いように思います。そして、図書館とい
う空間には、図書館でしか見ることのないモノたち
があふれています。あまりにも当たり前にそこにあ
るので気付いていないけど、実は図書館関係者以外
がみると面白いもの、あるいは、普通にあるものも、
図書館職員の目でみるとなんだかこだわりが見えて
くるもの、そういったものを紹介した連載です。

　　28 号〜連載中　「知的感動ライブラリー」
2007 年 5 月から「知的感動ライブラリー」と称し、
学生、教職員、一般市民等が共に芸術作品に接し或
いは読書する歓びを分かち合いながら読書習慣並び
に情操教育を推進することを目的として、石川元館
長を講師として毎月 1 回映画・オペラ鑑賞会や読
書会等を開催することとしています。
また、開催案内を兼ねてメールマガジン「すだち」
に連載記事を掲載しています。
なお、映画・ビデオ等の上映会は事前に著作権者等
の許諾を得たうえで開催しており、許諾を得られな
い場合は視聴覚コーナーでの個人鑑賞とメールマガ
ジンまたは原作読書会での解説により実施していま
す。
　　54 号〜 58 号　「本館リニューアル・図書館のこだわり」

2009 年 6 月にリニューアルオープンした図書館本
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館には、職員がこだわってセレクトしたものがたく
さんありました。
また、予算のない中、使えるものは使おうと、見事
リメイクし、現在も立派に役目を果たしているもの
があります。
そんな図書館職員のこだわりや思いを、知られずに
使われるのは悔しい！　ということで始まった連載
です。
というわけで、この連載は「購入物品の巻～こだわ
りの逸品はこれ！」と「リサイクル・修理の巻～ ”
もったいない ” から使いましょう！」の 2 部構成と
なっています。今読み返しても、当時の記憶がよみ
がえり、胸が熱くなります。

　　60 号〜連載中　読書 Fun! 〜司書 S が楽しく読ん
だ本を紹介します〈不定期連載〉
本を読むのは楽しい。本を読む＝勉強、もしくは本
を読む＝小説、と考えられがちなんじゃないかしら、
もっと楽しく色んな本を読んでみようよ、という思
いではじまった連載です。自分の好きな本の押し売
りかも知れませんが、すすめられて初めて、読んで
みようと思う本もあるのではないでしょうか、とい
う希望的観測に基づき、続けています。なお、本を
読む速度の問題と、書き始めると長くなるという特
性のため、不定期連載という形をとりましたが、最
近は仕事の忙しさも手伝って、半期に一度の連載に
なってしまっています。
次回掲載できるのはいつの日か、と我ながら案じて
います。

　　66 号〜連載中　今月の「つねくら学園」ニュー
ス〈不定期連載〉
2010 年 6 月に正式キャラクターとなった「つねく
ら学園のなかまたち」。キャラクター就任直後から、
マスコミや図書館関係者から反響をいただきまし
た。でも案外、学内には浸透していないなあ、とい
うことで、つねくら学園にまつわるニュースをお届
けしようと始まった連載です。66 号から 75 号まで、
途切れなく連載していますが、この間、毎月キャラ
クター関係で動きがあったということで、今思えば
すごいことです。今後も何か新しい動きがあるたび

に掲載していきます。お楽しみに！

　　70 号〜 74 号　M 課長の図書館俳句散歩道
「Ｍ課長の図書館俳句道」は、私の個人的な趣味の
掲載で恐縮でしたが、図書館や書やふみを詠んだ俳
句を紹介することにより、図書館が感動の玉手箱で
あることを皆さんに知ってもらいたいと思い書いた
ものです。
人事異動により、わずか数回の掲載になってしまい
ましたが、私にとって大切な宝物になりました。徳
島大学附属図書館のますますの発展を祈っていま
す。

感動は　メールに乗りて　風光る
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　「はじめまして　徳島大学附属図書館蔵本分館の
ブログをはじめました。このブログでは、蔵本分館
の現況をお知らせします。」というあいさつでブロ
グを開始したのは 2011 年 5 月 17 日のことでした。

　蔵本分館の改修工事が決まり、工事の様子を共有
したい、記録してこれから蔵本分館に携わる人に引
き継ぎたい、そんな思いでリニューアルオープンま
での 1 年間は、雨の日も晴れた日も雪の日も写真
を撮り続けました。移転作業の様子や、半年間蔵本
会館 2 階をお借りして開設していた仮説図書館で
の出来事もたくさん記事にしました。当時を振り返
る貴重な資料となったのではないかと思っていま
す。

　リニューアルオープン後は、新しい蔵本分館の様
子やサービスを利用者の皆さんに早く、広くお知ら
せしたいという気持ちで記事を書き続けました。ま
た、BIG PAD などの新しい機器は、ただ説明を記事
にするのではなく、実際に利用している様子を出来
るだけ撮影させてもらってブログに載せ、読者の方
に「自分もこんな風に使ってみたい」という気持ち
になってもらえるよう心がけています。

　そしていよいよ今月からは 3 年目になります。
2013 年 3 月には 30,000 アクセスを突破し、少し
ずつ浸透してきているようです。今後はお知らせ
やお得情報もよりいっそう充実させつつ、2012 年
11 月に始まったテーマ展示をきっかけに始めた医
療用アプリの紹介など、「図書館のお知らせ」とは
少し違う、勉強や研究に役立つ情報も付加していき
たいと考えています。

　「図書館のブログ見た？　あのアプリダウンロー
ドしたから今度勉強会しようよ」「ブログで見た機
器を使ってみたいよね」という会話が珍しいもので
なくなるほど、ブログが利用者の皆さんにとって身
近な存在になれるよう、これからも日々努力してい
きます。今後とも徳島大学附属図書館蔵本分館日誌
を、どうぞよろしくお願いいたします。

徳島大学附属図書館蔵本分館のブログはこちら
→ http://tokudaibunkan.blogspot.jp/
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　徳島大学附属図書館本館では、2012 年 11 月の
FD・SD セミナー（すだち 95 号）以後、ラーニング・
コモンズを利用した学修支援体制が目に見 h
　具体的には、12 月から、全学共通教育センター
古屋准教授による「学修相談室」の試行、1 月、学
生団体繋ぎ create との協働イベント「スタディレ
スキュー Weeeeek」（すだち 97 号）の開催、3 月、
ビブリオバトル企画・運営団体「阿波ビブリオバト
ルサポーター」の結成。同時進行で、新入生対象の
大学入門講座における「文章力向上のための第一歩」
読書レポートの企画が進んでいました。
　そして新年度の 4 月、読書レポート（建設工学
科以外の工学部、歯学部、医学部栄養学科の新入生
対象）の開始、繋ぎ ceate との協働イベント「履修
相談会 in 図書館」の開催、同じく繋ぎ create との
協働による Study Support Space（SSS）の開室と、
毎月のように動きがあります。

　4 月以降に開始した学修支援について、少し内容
を紹介しましょう。
　読書レポートは、「図書館を利用する習慣をつけ
ること」「常に課題が与えられてきた高校までの学
びから脱却すること」「正解が一つであった高校ま
での学びと大学の学びは違うことを新入生に理解さ
せること」を目的として企画されたものです。レポー
トの提出は連休明けで、その成果物はまだ上がって
おりませんが、図書館を使っているかどうかについ
ては、統計でみることができます。その結果、4 月
当初から 18 日までの学生の貸出冊数の半数を 1 年
生が占めること、また、ここ 3 年間の同時期の 1
年生の貸出冊数と比較するとほぼ倍になっているこ
とがわかりました。大学のスタート時点から図書館
を利用することを習慣づける、という目的はほぼ達
成されていると言えます。

統計結果はこちら

　　1 年生の貸出冊数は顕著に増加。
　　（集計期間 4/1 ～ 4/18）
　　平成 23 年度　218 冊
　　平成 24 年度　311 冊
　　平成 25 年度　536 冊

　　また、学年別貸出冊数でも、1 年生の
　　貸出冊数が一番多い。
　　1 年生　536 冊
　　2 年生　190 冊
　　3 年生　190 冊
　　4 年生　308 冊
　　その他　　6 冊
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『2012 年のトピック』
【本館】ラーニング・コモンズから広がる学修支援の輪



　また、新入生を主な対象とした「履修相談会」で
は、1 年生の約 1 割にあたる 96 名が履修相談会を
利用しました。
　このように、ニーズにあった支援を行うことで多
くの学生に図書館を利用してもらうことができ、図
書館とは学修支援が受けられる場所なのだ、という
理解が広がっていくと思われます。
　なお、この企画では、多くの新入生が不安を解消
すると同時に、開催側の学生にとっても、新入生と
の交流を楽しみ、さらに大学での学びを改めて考え
てみる機会になったようです。

　Study Support Space（以下 SSS）は、履修相談会
終了後の 4 月 12 日に開室しました。多くの先生と
院生が、学生の学修を常設でサポートする場をつく
ることを目的に企画したものです。SSS 開室により、
12 月から行っていた「学修相談室」は発展的に解
消しました。
　SSS の特徴は、学生が運営に携わっていることで
す。相談記録の集計、シフトの編成など事務的な仕
事を学生が行っており、学生目線によるサービスの
展開が期待されます。新年度がはじまったばかりで、
まだ利用は少ないですが今後授業が進むにつれて、
利用は増えるものと考えています。

　特筆すべきは、これらの支援がそれぞれ独立して
いるのではなく、相互に関連していることです。
　つまり、履修相談会では、SSS の利用を促し、読
書レポートの質問は SSS で受付け、読書レポート
の成果としてビブリオバトルの開催が検討されてい
ます。さらには、これらに関わっていく中で多くの
先生との交流が生まれ、先生方にも、図書館を有効
につかっていこうという意識が醸成されるきっかけ
ともなっています。

　こと、ラーニング・コモンズで大切なのは、学内
の他部署との連携だと言われています。図書館が一
人、ラーニング・コモンズをよいものにしようとし
ても、結局は大学内の教育方針や学修支援の方向に
のらなければ、有効に機能させるのは難しいでしょ
う。
　2013 年から始まったいくつかの学修支援が、多
くの学生にとって実り多いものとなるよう、展開さ
せていきたいと考えています。
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『2012 年のトピック』
【蔵本分館】BIG PAD が開く、新しい学習の扉

　蔵本分館では、2012 年度の改修工事に伴うグ
ループ学習支援の一つとして、BIG PAD を導入しま
した。
　BIG PAD はタッチディスプレイと呼ばれる機器
で、1 台でホワイトボードとパソコンの機能を併せ
持っています。

　ホワイトボード機能では、専用ペンを使って書い
たり消したりが自由にできます。
　色やペンの太さも変えられますし、三角形や円を
手書きするときれいな図形に変換してくれます。
　自分で書くだけでなく、画像を取り込んだりもで
きます (PDF など画像でないものは画像にして取り
込んでくれます )。
　しかも、1 台でいくつもシートを作ることができ
るので、ホワイトボードのように、書ききれなくて
困る……ということはありません。
　グループ学習やミーティングなどに使用すると、
ディスカッションも白熱し、いい感じにまとまりま
す。
　まとまった成果を今まではどうしていましたか？　
写 真？　ノートに書き写す？
　BIG PAD ならシートの保存もボタン 1 つで簡単
に出来るんです。

　これだけでも、すごく便利！　と思ってもらえる
のではないでしょうか。

　さらに、パソコン機能で使い方の幅がもっと広が
ります！
　パソコンと同じように使ってもらえるので、
Excel や Word などを呼び出して操作することもで
きます。
　蔵本分館内の無線 LAN に接続していますので、
ネットで調べ物も出来ます。
　PowerPoint のスライドショーも、画面上でラク
ラク操作。書き込みも出来ちゃいます。
　単なるパソコンとは違うのが、透明ホワイトボー
ド機能。見た目はパソコンの画面と同じですが呼び
出したファイルの上に、ペンで直接書き込むことも
できます。

　プレゼンテーションや勉強会などを効果的に行う
ことが出来るのでないか、と導入した BIG PAD。

　2012 年 5 月のリニューアルオープン時には 1 台
でしたが、その後利用が広がるにつれ、使おうと思っ
た時には残念ながら他のグループが使用中……とい
う場面が多くなって来ました。
　複数台あればストレスなく使ってもらえるのに、
と歯がゆい思いでしたが幸いにも学長裁量経費をい
ただくことができ、新たに分館 3 台、本館 1 台を
購入することができました。
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　本館では、1 階のグループワークコーナーに置か
れ、スタディーレスキューなどのイベントやグルー
プ学習で大活躍！

　分館ではグループ学習室 2 室とミーティングルー
ムに置かれ、順調に利用していただいています。
　また、エントランスホールで行なっているテー
マ展示では、本と一緒に関連する iPad アプリを紹
介しているのですが AirPlay ミラーリングというし
くみを使って、iPad の画面を Apple TV 経由で BIG 
PAD に表示させています。
　利用者の方々にも好評で、アプリを自分の iPad
にダウンロードして使ってみようという学生さんも
増えてきました。

　また、グループ学習室の BIG PAD でも同じ事が
出来ませんか？　という問合せもいただくようにな
り、現在準備中です。
　実現すれば、BIG PAD に新たな機能が加わるこ
とになり、より活用していただけるのではないかと
思っています。

　様々な顔を持つ BIG PAD、扉の向こうに何がある
かは、あなた次第です。
　ぜひ体験し、新しい学習の扉を開いてみてくださ
い。

メールマガジン「すだち」100 号記念特集



　前回、ワーグナーの歌劇『ローエングリン』を取
り上げましたので、今回はそれとよく似たところの
ある日本の映画『つる　鶴』（東宝 1988 年）を紹

介しましょう。監督は名匠・市川崑で、吉永小百合
映画生活 100 本記念特別企画作品として製作され

たものです。かつて弓の矢で射られていた鶴が、一
人の貧しい百姓に助けられたことから人間に姿を変

えて彼の妻となって恩返しをするというわが国で
有名な昔話『鶴の恩返し』( あるいは『鶴女房』と

もいう ) を素材にしたものです。ワーグナーの歌
劇『ローエングリン』では白鳥の騎士ローエングリ

ンはブラバント国の姫エルザと結婚するにあたっ
て「自分の素姓と名前を尋ねてはいけない」という
条件を出しますが、この映画『つる　鶴』ではつる
という名の主人公は貧しい百姓の大

たいじゅ

寿のために布を
織る際に「機

は た お

織り場を覗いてはいけない」という条
件を出します。いずれの作品でも相手がその約束を
破ったために主人公は、素姓が知られた以上は、自
分の国に帰って行かなければならないという結末で
終わります。両者を比較すればたいへんよく似てい
て、それぞれの作品がますますおもしろくなってき
ます。是非、この機会に前回の歌劇『ローエングリ
ン』とともに映画『つる　鶴』をご鑑賞ください。

　なお、今回も都合により鑑賞会は行いませんが、
この映画の DVD を附属図書館本館１階の視聴覚
コーナーに備えています。個人的に自由にご利用く
ださい。

　この映画の詳しい解説はこちら。

市川崑監督映画『つる　鶴』（東宝 1988 年）

　 名 匠・ 市 川 崑 監 督 の 映 画『 つ る　 鶴 』（ 東 宝
1988 年）は、吉永小百合映画生活 100 本記念特
別企画作品として製作されたものである。かつて弓

の矢で射られていた鶴が、一人の貧しい百姓に助け
られたことから人間に姿を変えて彼の妻となって恩
返しをするというわが国で有名な昔話『鶴の恩返し』
( あるいは『鶴女房』ともいう ) を素材にしたもの
である。映画の内容は素材の昔話よりも奥の深いも
のとなっており、映画ならではの見どころも多い。
以下、この映画のあらすじを辿りながら、見どころ
などを紹介することにしよう。

1．大寿の女房となるつる
　映画の冒頭部分では深々と雪が降る山里に、白い
着物を着た一人の女が立っている。どこか雪女を思
わせるような姿である。そこに突風が吹いて来て、
雪が舞い上がったあと、それが収まると、黒い着物
を着て蓑笠を被った女に変身していた。この女が主
人公のつる（吉永小百合）である。
　雪が深々と降るある夜のこと、山の中の貧しい百
姓家でもう一人の主人公大

たいじゅ

寿（野田秀樹）がわら仕
事をしていると、戸が少し動いたかと思うと、外か
ら「ごめんなさいまし」というやさしい女の声が聞
こえてきた。大寿が戸を開けてみると、そこには一
人の女性が立っていた。女は道に迷ったと言ったの
で、大寿は気の毒に思って、たった一枚しかない円
座（座布団）を探し出すと、「まあ上がって、炉端
であたれや」と勧めた。女がたいへん美しかったの
で、大寿はウキウキしながら、いろりに薪をくべた。
女がまぶしいような白い手を火にかざして、そのま
ま黙っているので、大寿は何かしゃべらないといけ
ないと思い、一生懸命考えた末、「何か食うか」と
聞いた。女は首を横に振った。ここまでの展開では
二人のセリフはなく、ナレーターの石坂浩二によっ
て語られることで、昔話の雰囲気がよくて出ていて、
たいへん興味深い。こういうところも見どころであ
ろう。
　以下では二人のセリフ付きで会話が進むが、大寿
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連載「知的感動ライブラリー」(72)

が「こんな寒い晩に誰を訪ねて来たのか」と尋ねる
と、女は「あんた（あなた）」を訪ねて来たと言う。
彼女の名前は「つる」といい、「あんたの嫁になり
に来たんじゃ」と答えるのである。大寿は最初はびっ
くりしたが、からかわれていると思い、自分は貧乏
な小作人で、このとおり家の中の物はすべて売り払
い、明日の食べ物の「ひえ」にも困っているのだと
言う。つるという名の女は「それでもいい」と答え
たので、大寿は「自分には養わなければならない寝
たきりの母がいる」ことを口にする。そのとき隣の
部屋から母（樹木希林）の声が聞こえてきた。さす
がにその女は、寝たきりの母がいることは想定して
いなかったようである。由

ゆ ら

良という名前の母による
と、息子は甲斐性のない男で、田畑を持ちたいとは
言うものの口先だけで、自分の力で精を出そうとは
しないどうしようもない男だが、一方よいところも
あって、心掛けが少しばかりやさしいという。「こ
んな倅

せがれ

じゃが、それでもいいかね」と尋ねる母由良
に向かって、つるという名の女は「はい」と答えた。
つるはこうして大寿の嫁となったのである。
　翌朝、大寿が目を覚まして起き上がってみると、
炉端のある部屋はきちんと片付き、整然としていた
ので、大寿はびっくりする。つるはよくできた働き
者のようである。今も外に出ているようであるが、
やがて小魚を持って帰って来る。朝食に食べてもら
おうと思って、池の中で捕まえたのだという。しか
し、池はこの時期、氷が張っているので、どのよう
にして魚を捕まえたのかと、大寿は不思議に思う。
それに対して母も「水鳥はくちばしで氷を割って、
池の魚を捕っているがのう」と言うものの、それ以
上のことは考えずに、働き者の嫁がこの家に来てく
れたことを喜んでいる。

2．布を織るつる
　隣といっても、かなり離れているが、隣の家には
馬
う ま え も ん

右衛門（川谷拓三）とその女房波
なみ

（横山道代）が
住んでいた。馬右衛門は大寿の家に若い女が入って
行くのを見たと妻に話して、夫婦二人で大寿の家へ
出かけた。誰かが近づいて来るのを察知したつるは、
母由良の指示で急いで納

な ん ど

戸に隠れた。馬右衛門夫婦
がそこにやって来るが、大寿と母由良のほかには姿

が見えなかった。その夫婦が帰ったあとで、大寿が
なぜ花嫁が来たことを隠さねばならないのかと尋ね
ると、母由良はまずお世話になっている長者様に報
告してからだと答えた。そのあと納戸から出て来た
つるも、「見知らぬ者には身を隠して用心しなけれ
ばならない」からとっさに隠れたという。このあた
りではつるの本当の姿が見え隠れしていて、興味深
い。そのときつるは部屋の隅に機

は た お

織り道具があるの
を見つけて、それを使わせてはもらえないかと言い
出す。使ってよいとの返事なので、さっそくつるは
機織り場を用意してもらった。
　そのときからつるは納戸を機織り場として、何も
食べずに機を織り続けた。翌日になっても、織り続
けている音がするので、心配になった大寿が納戸の
中を覗き込もうとすると、母の由良は「一

ひとはた

機織り上
がるまで覗き込んではならない」とつるが言ったこ
とを倅に思い出させて、覗き込むのを止めさせた。
その日も暮れて、夜になっても一晩中機織りの音は
聞こえ、とうとう朝になって、ようやくつるが機織
り場から出て来た。しかし、つるはかなり疲れてい
たようである。つるはまだ寝ている大寿を起こし
て、早く織物を見て欲しいと言う。大寿が機織り場
に入ってみると、立派できれいな布が出来上がって
いたので、びっくりする。それを見せられた母の由
良も、「まるで鶴の羽根のようじゃ」と、その美し
さに感嘆する。つるはその母の言葉にギクリとする
が、母と息子がたいへん喜んでくれたので、役に立
てたと思って、自分もうれしく思った。大寿は自分
が使うにはもったいないので、「売ってもよいかな」
と尋ねると、つるから「ええ」という返事をもらい、
とても喜んだ。しかし、そのとき大寿は美しい布に
魂を奪われてしまい、つるがかなり疲れて痩

や

せこけ
ていることに気がつかなかった。

3．山へ帰ったつるを呼び戻す大寿
　さっそく大寿は布を売りに長者 ( 菅原文太 ) のと
ころに出かけた。すると長者は高く買い取ってくれ
て、大寿は大金を持って帰って来た。つるは大寿と
母由良がたいへん喜んでくれたので、それだけで満
足であったが、布を織るのはこれで終わりだと二人
に伝えた。
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　大寿から布を買い取ったことを長者から聞き知っ
た馬右衛門は、大寿の家には母と倅のほかにきっと
布を織った者がいると確信して出かけてみると、案
の定、つるがいるのを見つけた。その場面での馬右
衛門の演技にも注目されたい。
　それ以来、馬右衛門は大金めあてに大寿を唆して、
つるにたっぷりと布を織らせるようにと仕向けるの
であった。大寿はつるとの約束を守って、最初は断
り続けていたが、ついにつるが機嫌のよいときに話
してみることにした。一方、つるは大寿が喜んでく
れたので、役目を果たすことができたと思い、近い
うちに山に帰って行かなければならないと思い始め
ていた。
　そのためつるは母由良が一人で歩けるように手助
けをしていたが、その折り、ふと「一人になっても
きっと歩けるようになります」と言ったことから、
母由良に「つるさんはいつまでもこの家にいてくれ
るのじゃろ」と聞かれてしまった。そのときつるは
ためらいながらも「ええ」と答えるほかはなかった。
母由良は嫁がどこで生まれたのかも知らなかったの
で、そのことを尋ねると、つるは「一山越えた先の
山奥の沼のほとりにおりました」と答えた。さらに
母由良から「織り糸はどのように都合つけたのか」
と尋ねられると、つるは答えるのに窮していたが、

「持って来たのか。でないと織れないもんな」との
問い掛けに、辛うじて「ええ」と答えることができ
たのであった。
　そのような折り、つるが隣の馬右衛門の家に借り
ていた塩を返しに行ったとき、その家のにわとりを
誤って逃がしたことから、馬右衛門にひどく怒鳴ら
れてしまった。つるは大寿とともに平謝りを続けて
いたが、馬右衛門の怒りは解けない。そこで大寿は
つるを許してもらうためには「どんなことでもする。
この雪の深い山の中でもにわとりを探しに行く」と
言ったことから、馬右衛門もなんとか怒りを和らげ
た。しかし、この大寿の言葉に思わぬ影響を受けた
のは、つるであった。大寿のやさしい心にこれ以上
長く触れていると、山へ帰れなくなってしまうこと
を恐れたのである。これをきっかけに、つるは別れ
がつらくならないうちに山に帰ってしまったのであ
る。

　突然、つるがいなくなったことに気づいた大寿は、
あちこち探すがつるの姿はどこにも見あたらない。
どうしたらよいか困っていたとき、母由良から「山
を越えたら ( ひょっとしたら会えるかもしれない )」
という言葉を聞いて、大寿は腹を満たす時間も惜し
んで、急いで山の中に入って行った。雪が降り続く
雪山の奥をあちこち探し回っても、つるらしき姿は
どこにも見られない。つるの名前を叫びながら、大
寿は探し続ける。しかし、どこにもいない。
　疲れ果てて、雪山の中に立ち止まって途方に暮れ
ていたとき、鳥が羽ばたきしたような音がすると、
しばらくして遠くから大寿の名前を叫ぶ声が聞こえ
てきた。つるの声である。振り返ってみると、つる
の姿があった。つるが雪の中を駆けて大寿のもとに
近づくと、つるは事情を話す。突然、大寿のもとを
逃げ出したのも、「これ以上一緒にいると、離れら
れなくなるのが怖かった」と打ち明けるのである。
しかし、つるは、馬右衛門のにわとりがいなくなっ
たときにも、大寿がどんなことがあっても探し出す
と誓ったように、このたびもこのような雪の深い山
奥に自分を探しに来てくれたので、そのやさしい心
根の大寿を目の前にして、心は決まったようである。
そこでつるは「たとえ私が何であれ、いとしいと思っ
てくださるか」と尋ねる。すると大寿は「おら、つ
るさんはどぶろくよりも好きだ」と答える。この瞬
間、二人は雪の中で抱き合って、はしゃぎまわって、
喜ぶ。この場面が文句なしにこの映画の見どころで
あろう。これからは二人で「何事も一緒にするのだ」
と叫びながら、家に帰って行く場面は、すがすがし
くて感動的である。この場面での二人の演技にも注
目されたい。

4．再び布を織るつる
　ところが、その後、大寿は長者に呼び出されて、
妻のつるにもう一枚布を織ってもらえという命令を
受けて戻って来た。長者の話によると、あの布を献
上した京の偉い人はたいへん喜んだというのであ
る。もう一枚献上したら、この前の二倍ものお金が
もらえるということだったが、大寿はつるにも相談
する必要があるので返事を保留にして帰って来たの
である。しかし、つるは「あの布を織ることができ
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るのは一生で一枚だけじゃ」と言って、固く拒んだ。
このことで大寿とつるの間は、だんだんと気まずく
なっていった。
　翌日、大寿が長者のもとに再度出かけると、ひど
く叱られた。「長者の言うことが聞けんというのか」
という剣幕で、怒鳴られたのである。長者はつるに
もう一度布を織ってもらったら、大寿に田んぼと銭
をやろうと言われたが、逆に織れない場合は貸して
ある小作畑をそっくり返してもらうぞとまで言われ
たのである。小作畑を返したら、この村を出て行く
しかないのである。
　家に戻って、この長者から言い渡されたことをつ
るに伝えると、つるは悲しいことではあったが、大
寿がこの村を出て行かなくて済むように、ついにも
う一度布を織ることを決意する。長年大寿が願って
きたことを叶えてやろうと決意したのである。「住
み慣れたところを出て、広い空の下、山を越え、野
を越え、ねぐらを求めてさすらうことがどんなにつ
らいことか」つるにはよく分かるので、大寿にはそ
のような思いをさせたくないと思ったのである。こ
のあたりのやさしい心根のつるのセリフにも注目し
たい。こうなっては、自分に手助けできることはた
だ一つしかないと、布を織ることを決断するのであ
る。ただその際、「布を織るのはこれでおしまい」
ということを伝えるとともに、「布を織っていると
ころを決して覗いてはならない」と、念を押すよう
に言った。
　こうしてつるは機織り場に入って行った。夜更け
になってもつるは布を織り続ける。大寿は落ち着か
なくて、夜更けには隣の馬右衛門の家に出かける始
末である。夜が明けて、大寿が隣から戻って来ても、
機織り場からはまだ布を織っている音が聞こえてく
る。その音がいつまでも続き、布はなかなか織り上
がらないので、大寿はつい心配になって、母由良が
止めるのも聞かずに、とうとう機織り場の中を覗こ
うと、そこに近づいて行く。ドキドキハラハラする
場面であり、見どころであることは言うまでもな
い。戸を少し開けて、中を覗いてみると、目に入っ
たのは鶴の姿であった。布を織っていたのは、一羽
の鶴だったのである。そのとき大寿は以前に町へ出
かける途中、鶴の群れから矢の突き刺さっていた一

羽の鶴が空から落ちてきたことを思い出した。その
とき大寿はかわいそうだと思い、猟師にお金を払っ
てまでもその鶴を放ってやるようにと頼んだのであ
るが、どうやら今機織り場にいる鶴がそのときの鶴
のようである。その鶴が自分の羽根を一枚ずつ剥ぎ
取ってから布を織っている。大寿がびっくり仰天し
たのも当然である。

5．山へ帰って行くつる
　やがてつるがやつれ果てた表情で機織り場から出
てきた。つる自身が自分はかつて大寿に助けても
らった鶴であることを打ち明けるこの場面こそ、映
画『つる　鶴』のクライマックスであり、最大の見
どころであろう。吉永小百合の悲しそうに演じるつ
るの演技にも注目したい。つるが打ち明けるところ
によると、自分たちは雪が積もる前に山里に降りて
食べ物を探さなくてはならず、あの日は仲間たちと
このあたりの池に降りようとしたところ、自分は矢
で射られてしまったが、そのとき幸い大寿に助けら
れたのである。そのときまで自分は人間を怖いもの
だと考えていたが、大寿に助けられて、初めて「人
の情け」を知った。「情け」には「情け」でもって
応えなければならないと思って、その恩返しに大寿
のところに来た。自分の羽根を織糸にして布を織っ
たら、大寿はたいへん喜んでくれた。これでご恩返
しができたので帰ろうとした。しかし、大寿は自分
のためには命までも捨てると言ってくれた。そこで
自分は大寿と離れまいと思った。そのようなとき、
大寿は自分にもう一枚布を織れとせがんだ。布が一
生のうちに一枚しか織れないと言ったのは、自分の
羽根が全部無くなると、見苦くなって大寿に嫌われ
るのが怖かったからである。それでも大寿との暮ら
しが続けられるのならと思って、心を決めて承知し
た。羽根を糸代わりにするたびに、自分の胸に響く
痛みやつらさも、大寿のためなら耐えようと、心を
こめて織っていった。命を賭けて織っていたのに、
大寿は覗いてしまった。見るなと言うたのに、なぜ
見たのか。「この悲しさは涙では足りない」と言う、
このあたりの吉永小百合の演技が見どころであろ
う。自分の本当の姿を知られたからには、もはや人
の世に住むことは許されない。こうしてつるは鶴の
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姿に戻ることを宣言するのである。
　別れていくにあたって、つるは大寿が自分を助け
てくれたときのことを語る。あのとき大寿は猟師に
向かって、「お前もわしも命が惜しいように、この
鶴も命が惜しかろう。おらの親がおらの帰りを待っ
ているように、この鶴の親もこの鶴の帰りを待って
いよう。どうぞ放ってやってくれ」と言ったのであ
る。あのときの大寿のやさしい言葉はつるの耳にこ
びりついていて、いつまでも忘れないという。短い
間ではあったが、つるは本当に幸せだった。つるの
大寿への思いは消えない。それでも自分は「さよな
ら」を言わねばならない。一人で空へ飛んで行かね
ばならない。自分は鳥だから。こう言って、大寿と
母由良に別れを告げて、織り上げてはいたが一点血
のついた布を渡して、つるは鶴の姿に戻って、飛び
去って行ってしまったのである。
　そのあとを大寿が追いかける場面は、雪山の美し
い景色とともに、一羽の鶴が美しく飛ぶさまが見事
で、映画ならではの見どころである。市川崑監督ら
しい映像表現である。そして最後にはナレーター役
の石坂浩二によって、「春になると、この山里には
鶴の群れが戻って来たが、その中につるの姿があっ
たかどうかは分からない」と語られて、エンディン
グとなる。鶴の群れが雪山の上の大空を飛んでいく
さまが本当に見事である。

　このように見てくると、映画『つる　鶴』はただ
淡々と語られていた日本の昔話『鶴の恩返し』(『鶴
女房』) を映画としてアレンジして、興味深くて内
容の深い作品となっていることが分かる。その昔話
を素材にした木下順二の戯曲『夕鶴』あるいはその
オペラ化された團伊玖磨作曲の『夕鶴』とは、また
趣の異なった展開となっている。主人公の百姓が鶴
女房の機織り場を覗いて見るのは、戯曲・オペラで
は隣人から強引に唆されてであるが、この映画では
大寿がつることを心配して覗き込むことになってい
る。この映画では主人公大寿の「心根のやさしさ」
がさらに強調されておれば、それに呼応するように
つるのやさしさに基づく「ご恩返し」も強調されて
いる。もともと「心根がやさしく、欲望も持ち合わ
せていない」大寿がつるに再び布を織るように頼む

のも、この映画の中に新たに取り入れられた横柄な
長者に脅かされたからである。この映画は「人間の
やさしさ」が「人間の強欲」の犠牲になったという
内容の作品と捉えることもできよう。
　昔話『鶴の恩返し』(『鶴女房』) にも、また演劇・
オペラ『夕鶴』にもそれぞれ特有の魅力があるが、
この映画『つる　鶴』にもまたそれらとは異なる魅
力がある。この映画の最大の見どころは、あらすじ
が山の中の白い雪景色の中で展開される中で、その
白い雪の詩情に満ちた美しい世界がスクリーンに映
し出される点であろう。白い雪の世界は「純真な」
つるの「心の世界」である。その「純真さ」は大寿
の「心根のやさしさ」にも通じているが、しかし、
大寿の場合は常に近隣の人たちの「強欲さ」によっ
て汚される危険性に晒されている。いつの時代にも
必要なのは、絶対的に「純真さ」そのものであるつ
るの「白い雪」の「心の世界」である。この映画か
らそのようなつるの「心の世界」を読み取っていた
だきたいものである。是非、この機会に映画『つる　
鶴』を鑑賞することをお勧めしたい。最終場面のス
クリーンに映し出される、鶴が雪山の上の大空を飛
んで行く見事な「美しさ」には感動せずにはいられ
ないだろう。名匠・市川崑監督ならではの素晴らし
い映像美である。美しいものに感動する「心のゆと
り」が是非とも欲しいものである。
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　徳島大学附属図書館本館では、「絵巻」をテーマ
に展示会を開催します。
　「絵巻」はクール・ジャパンの代表格として世界
から注目されている漫画・アニメのルーツともいわ
れています。今回の展示会では国宝の四大絵巻と呼
ばれる「源氏物語絵巻」「鳥獣人物戯画」「伴大納言
絵詞」「信貴山縁起」を、複製本、デジタル画像な
どで展示します。それぞれのあらすじや見どころ、
楽しみ方などをわかりやすく紹介することで、日本
の伝統文化の魅力を再発見しようという企画です。
ぜひご来場いただきますようご案内申し上げます。

展 示 会 名　四大絵巻をひらいてみよう　Cool Cool Japan

開 催 場 所　徳島大学附属図書館本館 3 階資料展示室

開 催 期 間　2013 年 3 月 29 日 ( 金 ) ～ 2013 年 5 月 20 日 ( 月 )

閲 覧 時 間　附属図書館本館の開館時間中は、展示資料の

　 　 　 　 　閲覧ができます。

入 場 料　無料

展示会のポスターはこちら
→ http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/news/news12/pdf/2013032901.pdf

　みなさんは「図書館体操」をご存じでしょうか？
　MULU（みちのく図書館員連合）の図書館職員が
考案した体操で、実際の動きを元に考えられていま
す。
　地震発生時に、速やかに動けるようにとの意味も
含まれています。
　「図書館体操」を知ると、職員の動きが面白く見
えてくるかも？
　図書館 1 階、入ってすぐのところに、展示して
います。枚数限定で、図書館体操の動きを説明した
用紙を置いてますので、興味のある方はご自由にお
取りください。
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「四大絵巻をひらいてみよう　Cool Cool Japan」
展示会開催のご案内 「図書館体操」がアツい！

お知らせ



　卒業年次 ( 学部 4 年生 ) の皆さん、卒業研究の準
備はお済みですか？
　徳島大学附属図書館は卒業研究を応援します。
卒業研究に使っているのに 2 週間しか本を借りら
れないなんて短すぎる……。
　そんなご要望にお答えします。
　卒業年次の方は、徳島大学附属図書館本館図書
の貸出期間を通常の 14 日から 30 日に延長します。
申し込みは、本館または分館カウンターで受け付け
ます。
　どうぞご活用ください。

対 象　卒業年次（学部学生）
適用期間　申込日～ 2014 年 1 月 31 日まで
　　　　　（申込日以前に貸出していた図書には適用されません）

対象資料　本館備付図書のみ（分館の図書・視聴覚資料は除く）

貸出冊数　5 冊（通常の貸出冊数と同じ）
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卒業年次の皆さんへ：
貸出期間延長を行います ( 卒業研究貸出 )



　ついに、徳島大学附属図書館に、徳島市立図書館
の移動図書館「いずみ号」がやってきました。
　このサービスは、すだち 98 号でお知らせしたと
おり、徳島市立図書館との連携協力協定によるもの
です。
　4 月 11 日（木）は蔵本分館に、4 月 15 日（月）
は本館に、それぞれ巡回してくれました。

　もともと別の場所で巡回していたものを徳島大学
に振り分けた、ということで、当日は、これまでの
常連の方がやって来ていました。小さいお子さんが
一生懸命絵本を選んだり、年配の方が慣れた様子で
手続きをしたり、と普段の大学内では見ることのな
い光景が新鮮でした。

　初回ということで、学内への周知が充分ではな
かった面もありましたが、本館では、ちょうど授業
と授業の合間の休憩時間だったこともあり、学生さ
んが興味深そうに見ていく姿が見られました。

　市立図書館の方も、道行く学生さんにパンフレッ
トを配ったりと、積極的に学生さんに声をかけてく
れていました。　　　　　　　　
　私たちも、今後学内への周知をはかり、有効に利
用していただけるよう、働きかけていきたいと思い
ます。
　移動図書館は、今後も毎月巡回してくれます。

　大学図書館とは一味違った本がたくさんあります
ので、どうぞご利用ください。
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「いずみ号」がやってきた！ 〜市立図書館との連携、本格開始〜

ちょうりゅう（トピックス）



　ライブラリーワークショップメンバーの羽尻さん
からの報告です。

　Love Library Letter( ライブラリーワークショッ
プの広報誌 ) の 4 月号・5 月号が完成しました。
　嬉しいことに、ライブラリーワークショップのメ
ンバーも増え、とても賑やかになりました。
　今月号も新しいメンバーがいくつかの記事を担当
しています。
　より個性豊かになった Love Library Letter に仕
上がったのではないでしょうか。
　今後も多くのメンバーが登場する予定です。
　Love Library Letter を通して、ライブラリーワー
クショップの活動を見守って頂けると幸いです。

Love Library Letter(4 月号 ) はこちら
→ http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/pub/libws/
lovelibraryletter/LLL04.pdf

Love Library Letter(5 月号 ) はこちら
→ http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/pub/libws/
lovelibraryletter/LLL05.pdf

※「ライブラリー・ワークショップ」とは？
学生・教員・図書館職員による図書館サポートグルー
プです。
毎週ミーティングを行い、様々な企画・イベントを
行っています。
興味がある方は、図書館本館 1 階カウンターまで
お問合せください。
メールでも結構です。ぜひ一緒に活動しましょう！

t

　徳島大学附属図書館では、本学教員が 2012 年度
に寄贈していただいた資料を受入れしています。
　まだ整理できていない資料もありますが、順次整
理し配架を行っていきますので、学習用資料および
参考資料等としてご活用下さい。

本学教員寄贈図書リスト【本館】
→ http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/siryou/donation_book_m.html

　徳島大学附属図書館では、今年度も購入希望図書
を始めとして、各分類別に学生用図書を購入してい
ます。
　学習用図書、参考資料等および就職活動用として
ご活用下さい。

( 本館 )
・学生購入希望図書配架リスト
・学生用理工系図書配架リスト
・学生用人文系図書配架リスト
・学生用社会系図書配架リスト
・学生用一般図書配架リスト

アクセスはこちら
→ http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/siryou/books.html

　徳島大学附属図書館では、全国の大学生がよく読
んでいる新書をデータベースから上位 50 位程度を
毎月選書して、3・4 月購入分を図書館本館 1 階ベ
ストセラー新書コーナーに配架しました。
　幅広い分野にわたる現代の諸課題に対応した旬な
時事的教養書としてご活用下さい。

アクセスはこちら
→ http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/siryou/new_titles.html
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ベストセラー新書コーナーに
新書 (3・4 月分 ) を配架しました

学生用図書 (3・4 月分 ) を配架しました

ライブラリーワークショップ活動報告 本学教員寄贈図書を配架しました
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