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「古代ユダヤ教」 と猪突猛進型読書 富野 H軍一 郎

“米・ぶらり"に』いてみませんか?と言われて，首:

下焦ってしまいました。なにしろここ数十年、 61?物に

桜するのは必要なh';'報を得るためで、本を木として芯:

識して読んでこなかったからです。

天文学をぶしてはいましたが、カトリック教1守で育

った私にとって、本を読むことは物理的に|世界を認識

するというよりは、イミi確かな自分の存在と出界との折

り作いをつけるためにどうしても必虫!な作業でした。

人間のれ山の縦訓から自分が生きる意味を比い，'J'，した

いという141いから、科学や宗教そ して人間像の形成と

変遷にかかわる小説を片端から読みあさったその頃で

した。

とにかく物 'J ~の恨源に少しでも近卜J' くことがすべて

で、学f/l;iや宗教の分野の系統的な把促など眼rl'になか

った読Jfですから、キリスト教でいえばその似似にあ

る契約制11の思氾!、仏教ならば仏陀が伝えようとした開

始仏教の締!日l、そしてヨーロッパの小説併がホメロス

以米形成し解体していった時間と空間の111における人

|削除など、に関したものは脈絡なく杭突狐進で読み、

とんでもないエネルギーの無lは泣いを自分に許してい

た幸福な|時代でした。

そんな中で、一番印象的だったのは「占代ユダヤ教j

です。ウエーパーが古代ユダヤ教に巾米する州政の合

出的精神と救済思想、を分析したこの苫作の必;設は、当

II~\"の私にはそれ程感じられませんでした 。 むしろ、愛

と救済の思想の恨源に全能のや11と人川の川に結ばれた

契約があるという明Ilffrな分析が、同|政の宗教の矛盾を

私に強く意識させたのです。 その!ぷ必に強く )j~~~~ され

てきた自分が解放される契機となったこの本は、ウエ

ーノfーが分析した目的とは全く別のところで私の人生

を変えたわけです。

今では??学はSFにあり"などと ß)M~ 、てノドを読ま

ない私ですが、なに、本当は年をとったというだけの

ことなのでしょう。青年-1tい易し…ですね。

(法学部教授)
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同占館には多くの情報が詰まっており、いろいろな角度から知 りたい情報 ・資料 を入手することができます。

前号(米 ・ぶらり20号)では、事例を用 いて具体 的に検索方法を紹介しました。

(→必見! I~I ，~~舶の歩き )j :検索ツール大特集 参照)

さて今回は、そのなかでもインターネッ トをフル活

肘して資料検索する方法を紹介します。

さっそく、各図書館インターネットコーナーに足を

迎んで、新しくなった龍谷大学図書館ホームページ

(http://opac.lib.ryukoku.ac.jp)の“資料検索"に、ア

クセスしてみましょう 。

その前に、ホームページ“資料検索"画面について

簡単に紹介しておきます。
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龍谷大学図書館 ホームページ

【 学内外の主な学術情報検索 】

a刀 ノ 初級編 ますは蔵書検 索かS!一
龍谷大学図書館

蔵書の検索

社会科学研究所
資料の検索

NACSIS Webcat 
の利用

本学の磁力の約 7 別にあたる 161 il ~ 約100万 IIIr と雑誌約1.3万純 ('99.3 月現在) の検'糸ができる 。 ただし、館内で

検索する場合はOPACの方が迅速である。

社会科学研究所(深草学合紫英館 2F)資料の検察。 中央官庁資料を中心にI1没後からの統，iI'.調査資料を収集し、

約6.7万IIIt{'99目311現在)を所蔵しており、特例;コレクシ ョンとしてOECDやWorldBank~'fの資料も収集している 。

閲覧希望資料がある場合は深草1';(1;1 ~館 2Fカウンターまで。

全国の大学図苫館が jí)r~まする図;1? ・ 雑誌の総合目録デ←タベースをWWW I:で検索できる 。 本学に所蔵してい

ない資料ηの検索にも役JJ.:ち、所蔵館がi札itできれば、文，}武線写などのサーピスを1+1し込むことができる (詳し

くはれ図1_!Jft't'fカウンタ ーまで)。

上級編 外部デー タベースを使いこなそう!(→ 4， 6ページ参!照)

外部データベースでは、本学が契約している学術情報に関するデータベースにアクセスすることが

でき、出版 ・論文 ・記事などの情報を入手することができる(学内からのみ利用可能)。

際l ;:t}館、学術機 [$\11付けに Jjl;.n され、学f，1:î分~!rやゼネラル ・ レプ ア レンス、ビジネス、テクノロジ 一、法律や[住

wなどl隔rt.¥、ソースを持つデータベース・コレクシ ョンをインターネ ット経IHでJ定供。約1，900の7.:名な雑誌 ・

新聞から、全文あるいは抄録を収録している。

データは手!由に印刷、 Eーメールアドレスへの配いが可能である。4純類の検必方法があり、多彩な角度から

検主~~することがで きる 。

*4月中には、ジャーナルインデックスと雑誌記事索引 は新しく MAGAZINEPLUSとして統合され、さらに

収録データを拡張し、 -~i百検宗できるようになる予定です。

*雑誌記事索引

InfoTrac 

1I !1羽l元年より現在までに出版された本の'I'，'j'報を集めた1111人J 1t~大の II~総合判」。 毎週史新されており、 1986年以降

に，'i'，Jt.反されたものについては、主題分野ごとに検察することができる。

ぜひ、気になる図苫を際してみよう。

ポピュ ラーなiif誌を対象とした記事データベース 。 1981年より現在まで、 155誌に指絞されたJ己 ~IH，'i報を収録し、

毎週更新される。

国立匝l会図苫館が収録する凶内刊行ift誌のうち、学術JS ・ 大学:紀~ ・ 。J門誌を中心として人文 - 社会関係約

3，200誌、科学 ・ 技術I ・ 医学 ・ 梨学関係約2，3∞誌の記'l~(こ|到するデー タを収録した国内i詰大の記事索引フ ァ イル(J-I

21ITI更新)。

I';(I，I}よりも新鮮な附報を入手するこ とができるので、レポート作成やゼ ミ発表などにイ奇妙Jに活かそう。
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: 圏内舛の諸情報リンク・インターネットi~~[J:i'i 】
d函多応用編 リンク山るページを活用はう!(7ページ参照)

E哩--四盟E置理酢田

V国内外の諸情報リンク・ヂノタ一本ットManuT

. 竿叫汁育報勝間{総合官舎耳事問〉

・ 同署館(大吉丈・公持)

@笠堕1i

{主なリンク先紹介]

0学術情報機関(総合的機関)

. 行政，~;台・・統計・間際限期

・出血立ニ畳底滋益
. ~誓書 ':興 '~考1喜作

-立三呈王乙三乙A
・蕊必1!ii
@主金fJl _J 

ニJ
一一ー一一「有 1・イ万-4-Jt

学術的報の収集 ・整理および提供、総合的な研究を行っている文部省学!，I:i仙綴センターをはじめと して、 ì-:~機|民|における '干

術1i'l報検家や、その他様々な学術iデータベース ・文献1-1録とリンクしている。

ex)米国議会|叉13飴'必，i?検索、インド学:仏教会主論文データベース、 '7:会ホームビレッジなど。

0行政・政治 ・統計・国際機関

国内行政機I~Iはもちろん、海外 ・ 世界の行政機|具lに|品|する資料も容易に検索できる 。 作省庁のホームページには政策や活動、

id新の'l\'i報などが4iMJt されており、各省庁や|並l辿同体、国際機I~I とリンクしている 。

ex)厚生'(iのホームページ→厚生省の組織、新-i'f't，'i縦、 報道発表資料、厚生関係審議会議事録、統，l!情報、 j学生?iの行事わ主

など。

0サーチエンジン集

Web1't'i搬を収集する検井Jサーピスのこと。知|りたい情報をどこからアクセスして良いのかわか らない場合など、キーワー ドか

ら絞り込みができるため便利である。

ex) go口、 Yahoo!]apanなど。

0出版社 ・書庖 ・雑誌

国内のヰモなさ}I~をはじめ、 |立与'1-の占応で、どのような力絡が出版されているのか、また 、 各，守山の概~:や新括的報などが簡単に

調べることができる。

ex)丸普、紀伊問屋市山、NHK出版、岩波3居、 Amazon_comなど。

0新聞社

地方新聞を含め、各車rru¥I社が提供する吊新のニュースやi立

IIllの助|旬をリアルタイムに検首長することができる。 また膨大

な過去の車rrl日]，1己'Hを、キーワードや制d攻イ|ふけ口から検察でき

る新ILII記事索づ|も{史平IJである。

0辞書 ・事典 ・参考情報

英和 ・1EIJ百 ・ 泌宇貯典、その他'!i門 ~n典から判例まで、訓

べたいと思うことを前中に，制べることができる。ノ工法 ・法令

では 卜!本の峨々なlli.令が検必でき、宵報資料までアクセスす

ることがで、きる。

Oその他

学h制仲術1ド町，/柿i
な↑的lJ内』Y;報を人手するごとができる。

ex) '41111・パスのH寺刻表、量1;1史料金、 京滋の刑判1など。

コ〉コ尾~

'."'，"・ 切 I ~'.口 wn.作・・a・..， ~ -' J....... (1 ..  

29:詩的ヤ 引ヰ::r-Tf!?三..し
、ー' 宜主~.=:;.ニユ昆ll~~皐昆星皐ヰムエ-'-主~

ー-ふー ..人げf.""UJ th~のζ同fl
r;♂] ."."fU:' "'1I - " -~""" ~~係、 州刷 '_. !，..r切何回介
f、勾も/1-.時E・..ヂe 乞匂‘・.u・:1こ 'J._~ '!~~.‘ " ‘陶叶略相・・に 凶 " 1，福-，.. l....-;.- '.:~' ， f . - ._. 1~旨福神 ゆ・軒目・"

1I-_、品!l.t.鳳~.!.t'U.:..-ニ~ : " 唱一「血ιニ~

空法J山山内 22tez川 ，) ) 叫 嗣;， ~ .'''~': fl.--.' ftof ~..-t'九 叶'.叫.~ . ~ - .
ふ""..，.;，-ゅ ・

f，" ， ''"1._今日目・訓 !!... J!!~!~~亀戸 - _ L曽 川‘・一 一

You Net ホームページ

では、さ っそく次のページから“雑誌記事索引"“NACSISWebcat"“InfoTrac"“サーチエンジン集"を汁l

いて、具体的に調べてみることにしましょう。

テーマは、最近話題のアメリ力大統領選挙についてです。
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このデータベースを利聞することによって、 1984年

(MAGAZINEPLUSは1975年以降)より呪在までに刊行

された学術誌 ・大学紀'}ii.専門誌などに掲載されてい

る記事や論文を検索することができます。先行イr=.次や

分野を折定して検索したり、論文名 ・若者名・キーワ

NIGHIGAI/WEBサーピス[鑓誌記事案否lファイル]

What"s New。
情 皐返Z五回坦盟主怠且~伊=，，-)

" .. 笠!Jー包乙」崎Z滝口ピーはτ1:":14.、でJ[乏こ乞とユ温i恩師.1191Z2とJ
どf..I.分Jl<1)櫨誕el苦遣ひますか?

"<1重詰分野・ご~望の卦野壬チ日久，て仇.車、.(11[輔のみ》

6童分野 F人文・11古 rf;竿・華字 叶 1字.tJJli

い:ltlI1.>I・宜・記事苫隠し乱、ますか?

電縄訪ぬ行年

前1田明宮日]函巴l'李「ー月「一日以降仁量Il苫ht.ll事を侵す(，帥7年担月0'日以2品
。世道'11'分 r晶lli'o年分

r最涯3'事ぬ r'9斜辺より現在まで

r‘~!f分

それで目、どf..I..館文・毘事在京レ乱、正すか?

罰rte-・名・お題名 ，tlj一種司P買直.P!fD唱，エスルギー.8・路rJ，ど油、も保す惜町 M ぜ到 吟

刷、o情附曹》

AND伯り耳3

"キーワード柑1移Jj!.輔11.:7ラスター受分，吉 明蹄憎)l;r.!:)から陀す
可百

At.o(b付~ r王耳石

A恥。白"lI>官軍

.. 著者・編苦情11再軍説明，内尚昆九高岨 ι ・" ~. .，~カも探す

W 錐誌名や1$8N晶弘"耳目:服者串・留者 t例自由，商学研究出曲目百. 1~~.I!l;むと'抽も封書す慣Eで
λ拘<.t$~l泊

r ~9:主主J 1:忽乙J íI!摘巴~'_)\.=*f:-::'l・てH主:-?"-辿J.ffifヨ回国立立と]はE切

また、必要に応じてそれらの条刊二を掛け合わせれば、

史に検索内容を絞り込むことができ ます。ここでは主

に「キーワード」を使って調べてみましょう 。

キーワードによる検索は、入)Jした言葉に|共.JXJ!した

記事を検点できるため、論題名や雑誌名、首:行名がわ

からない場合でもl英1;1'1官報を入手することができます。

19IJ えば、雑誌先行年を最近 1 イF. II~Iに限定して“アメ

リカ "“大統領，.選挙" とい うキーワード で検索

(AND検索)します。すると|珂述した雑誌記事や論文

が10件ぷ示されます。

その'i'で、「アメリカ大統領のメディア戦111作(2)選挙

コンサルタント の作り/jJというタイトルの論文ならば、

1999年 9J1発行の『立伝会議jという雑誌の598巻P.94

-961こ~~}ijix されているという'I'?î.報をねることができます。
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l!1Ilヲヴノ、Jロピ-.，.，・3四百可;tcll!l温":-t，.司段無....... 向獅blIb・慢情胃遣のホ升屯トピ":i
膏可，Jl氏
当:;a;盲人《古益紋;..協会印刷田市開 ，O~，-盟
百蕊:ø'l!Iè号2・~e (日例智廻肋Z陀wml

毘
陥

帰

宅

刊

抽
明
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間
山
掴
冒

ア:lJm大紙偽1>:lTa唯庖也>.1帯コ1ヲ，，，:1>:ノトの1軒~:市
助工公豊島

電信金lJ!'司~(;;，量混》担8.m9 岬，-踊
τ震調7記号Z制措[目舛盤型2~ゐ~，f4拍]

(1/19現在)

OPACで検索し、向 fn~~で所蔵している雑誌であれば直接閲覧することができ ます。 他学介のぬ合は学|人l文|猷

被写依頼で取り寄せることも でき ます。本学に所蔵がない場合は『学術雑誌総合目録』や次ページで紹介する

“NACSIS Webcat"を利用して所説館検索を行いまし ょう。

ワンポイントアドバイス …・・••••• 
.OR検索

複数のキーワードを “+"で繋げて入力

すると何れかのキーウードに関する記事

を検索できる。同義語や類似語を検索し

たい時などに有効である。

.ISSNとは?

国際標準逐次刊行物番号のこと。

International Standard Serial Number 

の略称。

逐次刊行物 1タイ トルごとに与えられる

: 一連のコード番号で、 7桁の数字と 1桁

: のチ工、ソク数字からなる。

』ー-ーーーーーー」

OR検索 AND検索

. ...................................................・
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Webcat 
NACSIS Webcat(http://webcat.nacsis.ac伊)を利用すれば、日本の大学など、学術機関の阿古 ・雑誌の所属

情報を2411~t問いつでも簡単に調べることができます。 必要な図書や雑誌が木学にない場合は、このデータベー

スを利用し、所蔵館検索を行いましょう 。

所蔵館が確認できれば、 学外文献被写を中し込むことができます。また、 l立J妾所蔵館を訪れたい喝合は紹介

状を発行してもらうこともできます。(詳しくはカウンタ ーでお叫ね下さL、)

<画面①>

雨 函刊ebcat
総合回線デーヲベーヌ糊品川書索サービス

それでは、前ページの検点結果に基づいて、 f公話

法人Jの所誠館を検索してみましょう 。

I ''¥'.xilltIJ学術研究刈明の巳的に供する主泊で晶リ宮司i抑止めの判明1，でき3ぜん.
I'.;:]j 出回tで防相IJこ剣4につーイ巴書簡(': ;1凋伸L，~む停に(J .a白書l~予IJ珊""1柏1.l~る唱官
邸碑!3<f~ðい.
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2000年大統似選挙とNPO政策

Nf誌名:公従法人 2S(lO)P.21-25 

発行:公孫法人協会

hl: 

簡略表示

F主貧:t.-.J (" ~. r.噛~

何 トIl.r.玄芯「一一
著書名

出版者
l出版'f ・
1型車醤奇

ヲJーワト

ロ豆遅日」笠笠乙」

<画面②>

NACSIS Webcat: 

刷用の手引き]11 C検索直面に戻る]

該当件数は 1件です

まず、資料区分を雑誌にし、

ある 『公益法人Jを入))0<画面①参照>

すると、雑誌名が去示されます。<函面②参照>

その雑誌名をクリ ックすると 、この場合、 27館が『公

益法人jを所脱していると分かります。

タイトルのみを入力して検点を11"ったj必合、 同じタ

イトルの雑誌が複数表示されることがあります。その

ような時は、発行者やIlnJ版社、 ISSNやISBNで1確認す

ることが必盟です。

雑誌の喝合は所蔵館が表ポされたら、探している巻

号を所蔵しているかどうかを昨認しましょう 1

図占も検索方法は同様です。

1. ~子主宰浪人/公裕子杢人情全 . -- 1，巻|号 (昭47.11 )ー

(1/19現在)

-
••••••••••••• 

• -• . 
• . . . . . . . . . 
• . . ............................・

製1s.133・135.137・143.181・502.504・529.53ト 607<1957l
立正玄盆 能谷 209・210.213・214.217・222.225・235.238寸

582・593.595・601.603.605・611.613・616<1963・19951
立1s.新!lt151-174.193-216.263-325<1958-1972> 
立1s.図 2-3.5-209.21ト559.581・602<1948・1994>+
立1s.i!図 2・4.6-10，12，25-28，48-49，53-68，70-71，73-1

946・1988>+
立金n国際 551・602(1991・1994>+
立盆n修学書庫 1・15.17-24.27-28.30-32.34.36-266.5;

1995>+ 
立泉n図 1・3.6・27，31・50.52・629.531・609(1946・1995)
立主n平和 633.635.637く1997・1997)
注益1s.523・617<1989-1996>+
丞盆1s.47.206.210.212-218.242-449.451-606<1949-199 
.iE.1S.E図 1-78.81-160.162-180.183-221.223-228.231ー
ミ、 1964司 1995>+
箆孟温 図 242-411.413-616<1966-1995>+
経国玄 関ト616(1994・1995>+

ワンポイントアドバイス …

-巻大表示の見方

龍大深 図 242-411，413-616(1966-1995)+ 
.242-411，413-616.・・242巻から411巻までと

413巻から616巻までを所蔵

(412巻は欠号)

・1966-1995一所蔵する最古年次と最新年次

.+…最新年次の右の十表示は、それ以降も継続し

て受入を行っていることを示す

(世界/岩波容底[編]).ISBNとは?

国際標準図書番号のこと。InternationalStandard Book Numberの略称。

個々の図書の識別のために国際的に与えられる番号で10桁の数字からなる。

• -. 
• . 
• . 
• . 
• . . 
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検索の方法は4種類ありますが、ここではrKeywordSearchJを使って調べてみます。rKeywordSearchJ は

記事中に含まれるキーワードを検索するので、論題名や雑誌名がわからなくても様々な角度から記事を検察す

ることができます。

例えば“President(大統領)"“election (選挙)"“candidate (立候補者)"というキーワー ドで検点します。す

るとアメ リカ大統領選挙の立候補者に関連した147件が4長示されます。<画面③参照>

<画面③>
「ーー一扇面石=，ヨY古 r誕百γτ耳 lcrmcn::De'07可国pr晦 rlF"，'illCfJOISOll，Uarrwr見耳ロ「

I p，品。世/calRt:s .. al官 hQuart"r~y Sepl 1999 v52臼凶ω
I V附 abstract川崎trieval伽時

r Hotline Extra. H。糊rclM:>司man.
胸 k National Jo町 -na/July17， 1999 v31四位108

View text吋th.<!問。h回 ard制|∞ntentretrieval choic白

rM仁 Ri2ht.(Geor~ W B国 hcar叫idacy)偽 IphReed. 
胤 NationalR..vlt:wJuly 12， 1999 v51 i13凶8陥 2Co1L99∞7ω 

V陪wtext a nd retr陪valchoices 

[text] (本文)と

[retrieval choies] 

(関連記事検索)

が見られます。
r AI Gore's money problem. (presidentialは吋山科 AI民同 GoreJr.'s ability 10 raise mo憎 ymay hu門

刷飢Jill Abra mson. 
Th.. Nt:w York Tim..s MagBzin.. 凶 y9， 1999 p58 col 1 (50 col in) 

V陪wabst悶 ctar世間t巾 valct唱に田

Candidate-centered sources of間同ychange: the case of Pat Robertson， 1988. G時iOry:

la Iter J Stone， Ro旧制 BRa問問rt
ミ込~Tht: JournaloグPollt!，沼 fv'ay1999 v61 i2凶23(2)
Viewabstract and時 trievaI choices 

r I~ R " ~~la_D'I>___;lnv ft¥r::a film-niror'tr.r__n_rTcidnn1'? 

[abstract] (抄録)

が載っているもの

もあります。

この中でrNational Review July 12， 1999JのrMr.

RightJの記事を見る場合、 textand ret:rieval choicesを

クリックすると、本文が出てきます。

また、それ以外にも関連記事が多数載っており、例

えばジョージ ・ブッシュ候補の政治活動に関辿した他

の記事や、他の大統領候補者の政治活動についての民

望を載せた記'J-cなどにもアクセスできます。

また、検索結果を取り込む方法として、印刷の他に

指定したメールアドレスにダイレク卜に送る万法もあ

ります。<函面④参照>

~ ワンポイン川パイス

(1/19現在)

<画面④>

E-陥 ilDelivery - FuJJ T(:.xl-

以俗 willsend a plain text version of this item to the e-

mail add陀 ssyou enter (色~ bettyg@;必'rary.'.con古

E-陥 ilAdd陀 ss:100@ry山 kU.seiwou.ne.jp 

Subject 

ωef別 Itsto title): 

Subm it E-mdil Request 

postScript - Fu// Te.xlー

Download article in PostScri口tformat. 

亡三三 一一一一一一」
(1/19現在)

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • -••••• 
ワイルドカード(Wild cards) : InfoTracでのみ有効

* 
アスタリクは、 O文字を含む1文字以上の文字に代えて使用する。

ex) pigment *→pigment， pigments， pigmentationが検索される。。ク工スチョンマークは、 1文字に代えて使用する。

ex) relevつnce-> relevance， relevence 

工クスクラメーションマークは、 O文字、 1文字のいずれかに使用する。

ex) product! →product， products (x productive， productivity) 

ワイルド力一ドとは、キーワードのスペルに自信がない場合などに、非常に役立つ機能である。

使用法は上記の表を参照のこと。これらをうまく使い分ければ、資料 -情報収集の幅はかなり広がる

• ••• • 
はずである。詳細は外部データベースのInfoTracに簡易操作説明がある。

-• ........................... 
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サーチエンジンにもいろいろあるのですが、ここで

はg0 0 (http://www.goo.ne.jp)を使って検索してみ

ます。

gooはロボ ッ卜系のサーチエンジンです。ロボッ

ト系のサーチエンジンは、 羽川明r探索プログラムにより、

インターネット上で検索可能なすべての羽司川rサーパ

上の情報を定期的に収集しているため、多くの情報を

得ることができます。

ここでも同じように“アメリカ"“丸統領"“選挙"“立

候補者"とキーワードを入力し検索します。按数のキ

ーワードで検索する場合、インターネットではキーワ

ード閣をスペースでつなぎます。すると89件の関連記

事が表示されます。<画面⑤参照>

この I*，でiYahoo!ーRegional:Cou n tries: U nited 

States:Governmen tJという項目の 「米大統領選」

(http://www.worldtimes.co.jp/election/index.html)と

いうサイトを開いてみると、今年行われるアメリカ大

統領選挙について、候補者のプロフ ィールや政策 ・特

<函面⑥>
?馬主面|目1'111;11 附陶町IðI~ÇQj)lc同副時哨吋

lυ月 創出制帽附"ピス 白柚町宮 e)IFJ:岡田タマイズ

閉
山一盛山脇

共和党 民主党 改意党
R<pu似回同 .t(:1oi Domoctol匂 挫o_ R(!示。rmPar可 地主

クョージブ句シ. I・・E・，1711レコ7 ~隠=バットプキやナノ

溜IlrGtnW島 由 時 e 直正…
:llJ:>iこι/包エノ出 ._ .園二日孟エJl〆Eエノ11目1_=ヨ且ニ止/!!.V11
\tv~ 凶圃圃.!Yi!:! 岨醐圃・国/珪立

U. 
血佐盆Z
il.3 
位且
と植民含
3覚め・3略 .. 11. 
三ιz
.g三重

= 
由且1<=2. 'iI会 則ー 1{')7-

a ・・ '.í"，_o".y~雄容ムム... ・1 ヨーミ畳ーーー
よ』 佐:<...・・・ー 句時

五=比〆位!Vll
1.U/Ua 

-ニュース
【1119]ペ7 司 Zい!ー客向?っ'^，等 j-!:'!!<J;め胃川噌口噌，.，

(1118]・・.'f~11~-;;''''ータη 二，， '旬Jート

【 1I12JL.旦~~主広お由低血

_ (1パ9現在)

〆・・、.'ワンポイントアドバイス ¥ 

サーチエンジンの特徴

情報が早い

情報選択の幅が広い

。特殊機関からの情報収集が簡単

世界規模の情報が得られる

-どの分野にも対応できる

情報量が多いため絞り込みが難しい

.信頼性に欠けるホームページも多数

存在する 等々
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ・・.

. . ...........・

<函面⑤>

gQQ 

往索範畢 89 件 〈メ臼:~件務純叶~t. I> )

… l:'11l rut盟 国立腫

11!l1Yahool Re.llional Countries United Steites:Government 
g拍 hllp1lwf，"WYìh曲目甲府~CIC>n~氾剖""肘1t.，.WJ .tt ，j.Stl'~S/G.:>~， fIIT，~n'l

2"∞OI/OS)1iO byt・s
IMyY品。。い ベ』ジャーー掘宗板ーゲ」ムlヘルプ|本ーム 〉地輔情事日〉世界の固と地紙 >7')(1) 

検索|掲示板=ユース lお芙気 |行政(2)法律 但}問。

2 i!!Il998年度歴史学研究会・全体会(20世紀におけるくアメリカ〉体験]報管(199852
"掲 れHp .{ecs o;h N=，~-"・c~f;U，t/t 胤刻、。，/a'N!! '阻・F口以樹、 Jh~j，・ Ohll'TJ

同 941011凹 1117b拘 S

著者に許可なく再利用するζとを禁じます

arll'Y'ahool -Re即時ICountr嗣 UnitedStates-Government 
岡崎 h町 11'1.，"'''1''''\刊同町h;. 'Rt C制 ，\1/0剖附肘\.oftlttO.s I.ttI/GO\IC r，.. rr~ r" f

~CJOO/01 /04 Z:~~~ b~・g

[Ydhoo IWrite us凶咽 URL1"'(0)1木』ム地輔情締世界のEと地撤，7;，1);;円合衆国;陪賢治 |全検索

SOCKS THE CAT FAN CLUBーフ?ンヲラブ金事Ii，チャット.バディ

(1/19現在)

徴、また各党の戦略や近況、世論調査等いろいろな情

報にたどり着くことができます。く画面⑥参照>

サーチエンジンはいろいろな使い方ができ、特にい

ち早く 情報を得たいときや、普段の生活ではあまり接

点を持たない場所(例えば政府各省庁など)の情報を得

たいときなどは、非常に便利です。 しかし情報が多す

ぎるあまり、 「情報を絞り込みにく pJという面も持っ

ています。また、無数にあるホームページには個人が

作成したものも多数あり、信頼性に欠けるところもあ

ります。あくまで情報の一つの手がかりとしてとらえ

るようにしましょう。

コ語ヨヨ吃〉よ

皆さん、インターネットは、うまく使い分ければ便

利だということが分かっていただけましたか?

しかし、ここにあげた 4つの検索方法は、ほんの一

例にすぎません。この他にも皆さんが知りたLν情報、

調べたい事柄に対して、いろいろな角度から検索する

ことができます。今回取り上げた検索方法以外のもの

にも、 fl'i極的にチャレンジしてくださ Poそうすれば

皆さんが持っている、ちょ っとした疑問や悩み、知識

探求欲に対しての答えが見つかるはずです。

分からないことがあれば気軽にカウンタ ーまで!! 
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本がある場所

本ほど面白いものが他にあるだろうか。 ドキドキ、

それともワクワク。ぷIll'iらしい作品に出会えた時の点

びは、 何とも形'奔し縦PoI文学:作品Jという言葉があ

る。私は「作I'II'，Jという 言葉の響きが好きだ。「作品j

という言柴は、長術的な価値があり、 JltWで一つしか

ないもの、といった印象を受けるからだ。 しかし、文

学だけに限らず、論文、辞~U! 、 I'Z{I~品、写J.I~:集など、あ

りとあらゆる分野の全ての本一附ーIlItが、 「作品Jだと

私は思う 。-IHtの本は一つの芸術JIllで、ある。

新しい本を読み始める 11寺、私は表紙の上に子を置い

てみる。すると、これから始まる (1分がまだ矢IJらない

物語や新しいj;n ~ií~への則待感、 日IJ~JJ)!I占が身体の底から

汐)き上がってくるのを感じる。この;与びの塊ともいう

べき幸福をl味わいたいがために、私は本を子にとるの

かもしれない。

大西紗香

読み終えた木を閉じるH与の音も好きだ。物語を最後

まで比JIfiけたi両足感とともにILIIく、あの「ノTタンJとい

う音である。悲しい結末には悲しく、ハ ッピーエンド

の物語には陽気に響く行。本は時々、不思議なl従法を

使う のだ。

先11、電車の11'で、 一品Ilの親子に出会った。窓|探の

I，'jf;に!主った母親は、 |緋lfifの 5.6哉の目の子のために

絵本を読んでいた。母親の戸は、私のJ市までは聞こえ

てこなかったが、 |陪毛をふせた母親の横顔と、彼女に

寄り添う児のチのふっくらとした頗には、 。li窓から午

後の光が射 して、 それは|位しいほどに幸作品な光去に思

えた。そして、私はこう思った。「ここにも本の魔法

にかかった人達がいるjと。本がある場所には、幸せ

が~t.まれるのかもしれな L 、

(国際文化学部4回生)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

私と図書館

私は小学生のt氏、動仙物の本や物;fiなどを毎日のよ

うに読んで、いました。 しかし中学生にな って;急に活字

嫌いにな って以米、I'!<I，I~室を利J Ilする 1111数がだんだん

減り、高校生の頃には、 一肢も利川することなく卒業

してしまいました。そのため大学生になっても図;!?在日

をー度も利問 しないで卒業するのではないかと漠然と

思い、いや、むしろ 度も利用しないで本来してやろ

うと変に意地を保っていたところがありま した。

しかし、レポート試験の11寺に、どうしても分からな

pところがあり、本を参考にしなければならなくなって、

初めて図;!?館を利111しました。「なんで‘私は今までこ

んなすばらしい施1没を利Jtjしなかったのだろう」と、

~CJJl司~.~~~

次号(6月発行予定)に掲載するエ ッセーを募集し

ます。本や図書館を テーマとしたエ ッセー(600-

650字)なら、なんでも結構です。

*採用された方には粗品と図書館オリ ジナルテ レカ

を差し上げます。

詳しくは各図書館カウンターまで。

打田拓也

その11キ心の底から後怖したことを今でも党えています。

id近で、は、 11院を見つけては関iH館に足を運ぶように

なりました。興味がある分野について調べたり、 H寺に

友人と待ち合わせJJ，}所にと、 相極的に罰則しています。

そのf山にもビデオを比たりCDを聞くことができる視

聴党宝や、ゼミ党ぷの.j'fち合わせなど大人数で不IJJtJす

ることができる学問主もあり、図 ，~i- t!f\は数え切れない

くらい魅力がある知的空11'"です。

今後も大学生活の良き 「ノfートナーJとしてI'?<I，J}館と

付き介っていきたいと思っています。

(社会宇部 2同生)

龍谷大学図書館報f来 ・ぶらりJ第21号

2000iド3H発行

編集・光行 龍科大学凶~JJfn:，

〒612-8577;;( nlllli伏見区j京市坂本IWf67

n075-645・7885(ダ、イヤルイン)

|χlJ?館ホームページアドレス(http://opac.lib.ryukoku.ac.jp)
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