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須調山儀 1基

田中久m製作
弘化4年 (1847)着工・

嘉永3年(1850)完成

胴体直径66.5X高さ55cm

仏教宇宙説では、古代インドの宇宙鍛を受け継ぎ、世

界は須漏山を中心に立体的に広がっていると解いて、

西洋の地動鋭に対して天動鋭を抜いた。1世Ibl見が広

まることにより仏教の権威が失われることを恐れた天

台宗の僧内通 (1754-1834)1;1:、インド起源の須瀬

山宇宙鋭を正しいものとして、仏教天文E見を自に見え

る形で表した時計仕掛けの「須濁山僧Jを考案した。

/'" --_. --_. ...~ . . ""研究室にやって来た学生か
れ図書館との賢い付き合い方1

¥ 一一一一 う、しばしば「これらの本、

みんな読んだんですか」と訊かれる。比較的蔵書数が多い

ことに驚く5しい。答えに窮するが、「本には、読む本と調

べたり確かめたりする本とがある」などと言って、内I[)'I宜'陀

たるものを感じながら、逃げている。考えるまでもなく、本

をどれだけ持っているかと、勉強や研究をどれだけしてい

るかとの聞には、直接の関係は無い。その点で、私などは図

書館との付き合いが下手な方だと言えよう。

最近私の学科の院生が「これからの図書館が果たす役

割についてJという短い工ッセイを書いていたが、彼の受

け売りによると、図書館には三つの機能があるという。第一

は、データや情報などの資料を提供すること、第二は、個人

の娯楽や趣昧を満足させるべく書籍を貸し出すこと、第三は、

文化の保管庫であること。そして今やこの三点に加えて、

テクストのデジタル化したものの提供が図書館サービスに

求められているのだと言う。もっともなことで、第二の点は、

一般の公共図書館に任せるとして、以上のいすれの点につ

いても、龍谷大学の図書館(学術情報センター)は機能を

充実させてきたし、今後もその方向を進めるべく努力して

いる。現在図書館は、その内側(書庫に入って)においてだ

けで芯く外側(インターネット上で)からも活用できるもの

になってきている。

私は古代和歌についても研究しているが、肝心の和歌を

暗記するのが苦手だ(実はこの点、和歌に限らないことな

のだが)。しかし、いざと左よれば、この例は何々 にあったとか、

この文献を見ればいいという判断はある程度できる。その

場で具体的に即答はでき芯いが、じっくり文章にする段に

は必要な文献に当たって事例を示すことはできる。この性

癖ゆえについつい手元に書物を買い込むことになったの

かもしれない。つまり、それらの書物に私の頭脳の代役を

させているわけである。

日本には、借景という賢い造園法がある。自分の庭の外

に展開する、遠山や近くの樹木などを自分の庭のものであ

るかのように利用することだが、賢い図書館の利用法のヒ

ントがここにあるといえよう。私たちの頭脳(ないしは、自

分の部屋の書籍コーナー)の延長に図書館を取り込むこと

である。そのためには、大学図書館の中昧を知っておくこ

とが肝要である。ます龍谷大学のホームページから図書館

(学術情報センター)にアクセスしてみよう。そして、どの

ように自分の頭脳の代理をしてくれそうなのか、を自分で

確かめることだ。今や、キーワード‘検索で必要な文献・資料

の情報を世界レベルで得ることができることや大学問での

図書館利用のネットワーク化が進んでいること、溢れる情

報の再整理をした各種の辞典・事典類がいろんな分野にお

いて刊行されていることなど、我が頭脳の代理をしてくれる、

様々な方法が存在しているのである。

学術情報センター長 糸 井 通 浩(文学部教授)
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さまざまな本が分類 -整備された図書館には独特の雰囲

気があり、静かな書庫の中を歩くだけで私は図晋の香りに

陶酔してしまう。現代は人それぞれ様々なとらえ方をするが、

「情報化時代」という言葉に反対する人はいないだろう。

この情報化時代に発刊される書籍を含めた印制物は想像を

絶する璽であり、さらにインターネット網で拡散される情

報も印刷物に劣らないだろう。

このように爆発的に増加する情報を一人一人がすべて受

け容れることはできないし、その必要もない。重要なこと

は自分が必要な情報を取捨選択し、知的忽発展に利用する

ことだと思う。

A弱国の修士(碩士)および縛士論文

朴熔国 (国際文化学部助教授)

情報と知識を利用して自身の発展に活用するためには、

ます専攻分野や関心分野に対して基本的芯素養がなければ

定よらない。この素養はます学聞に対する愛着から始まる。

人聞はどこから来てどこへ行くのか、どのように生きる人

生が価値ある人生か。真の価値と美しさとは何かという問

いかけを絶えす‘繰り返しながら、それに対する答えを探し

求めるのが人生であり、学問ではないだろうか。真理に対

する絶え間芯い渇望、美しさに対する純粋な心、人間昧溢

れる感性、この三つが学ぶ者の人生観や価値観の基礎にな

るべきだ。そして、関心分野の情報と知識を追求する前に、

世の中の流れを理解し、そこから関心分野の情報をとらえ

る能力を磨くことが重要なのである。図書館はこのよう芯

流れの手助けをすべきところである。

〆
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人間存在に対する哲学的な問いかけから関心分野の学問

に対する基本的な識見が備わるまでは基本図書が必須である。

そのうえで、さらに自分の学問を深めるためには、論文が

重要である。私が生まれ育った韓国の場合、国会図書館や

国立大学図書館には図書リストとともに必す論文リストが

題目を中心lこ分野別、著者別で分類されており便利に利用

できた。また、国会図書館や国立大学および私立大学図書

館には、各大学で発表された修士(碩士)や博士学位論文

が常備されており、いつでも自由に活用することができた。

(韓国の修士(碩土)や博士課程の学生達は、論文を100部余

製本して提出し、大学は分類して各図書館へ発送している。

個人的には負担が大きいが、学問の交流のためには望まし

いことである。)

論文の内容も重要だが、論文に載せられた多くの資料か

ら新しい関心を呼び起こすこともできる。論文を中心に勉

強する韓国大学生の姿は国立中央図書館に行けばいつでも

見ることができる。大学生たちは自分の研究する論文テー

マだけではなく、一般の授業でも関連する多くの論文を比

較分析し、自身の意見を提示している。この論文は先に述

べた多くの哲学的質問を基本に関連学問の新しい面を提示

したり、同じ資料に対しても異なった方法論で接近して学

問の多様性や柔軟性を見せてくれる。

固光大学校中央図書館

図書館を含めた多くの公共機関や資料会社の資料検索は

インターネット網が設置された所ならどこでも可能な時代

になった。今までは図書中心の資料が主流であったが、 こ

れからは個別論文資料が簡単に検索、活用できる道が聞か

れている。本学の学生達にも、もっと論文に関心を持って

もうい、良い論文をたくさん書いてほしいと思う。大学は

学聞をする所で、学問は論文に集大成される。もちろん大

学だけではなくて社会が全般的に論理的な体系を重要視し、

哲学的な批判文化が活性化されるのが先決要件ではあるが..。
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JV深草図書館所蔵

~瀬田図書館所蔵

学術情報センター(図書館)にはあ5ゆる情報が詰まっています。

それ5の情報は、授業で出された課題や定期試験の準備をするために利用するだけでなく、その他にも様々な利用方法があります。

今回は、学術情報センターで収集できる、卒業後の「進路Jに関する情報を紹介します。

就職活動をはじめるにあたり最も重要なことは、様々な業種や職業を知り、自分にあった職業を見つけ出すことです。

また、現在社会で起きている現象に興味を持つことにより自分の進路をイメージすることができるかもしれません。

"*業種や職業について書かれた「本jを利用する

・ 『なるにはBooksJcペリカン社)忍入3y
「社会福祉士になるにはHコンピュータ技術者になるにはJなど

→その織業に就くための方法や現場で働く人の体験談芯どが掲載。

・ 『比較日本の会社Jc実務教育出版)(l1)~ 
「商社H広告会社H住宅」など

→業界の主要な動きや課題、各企業に関する情報を掲載。

"*新しい業界の話題を知るには「雑誌」による情報収集が効果的

.r週刊エコノミストJc 毎日新聞社) ~@

.r週刊ダイヤモンドJ(ダイヤモンド社).Jj)(.歩

.r週刊東洋経済J(東洋経済新報社)JY@

・『日経ビジネスJ(日経マグロウヒル社).Jj)
→タイムリーなテーマが幅広く取り上げうれているビジネス総合誌。就職に関する特集などが組まれることもあります。

興昧をもった業界や企業について、詳しいデータや最新の動向を集め、業界・企業研究を行うことも大切です。

これらの情報は、実際に企業訪問をする際などに役立つととでしょう。

食 企業データを知る

.r就職四季報J(東洋経済欄社)~ ・rlT企業年鑑J(日本経済新献) ~@
→約5000社の各種データや採用情報などを掲載。 →特定の業種についての会社年鑑もあります。

・『会社年鑑J(日本経済新聞社)ι't)..:!D
→上場会社の会社概要や各種データを掲載。

これ5の資料には、資本金や従業員数、 関連会社など企業に関するあ5ゆるデータが掲載されており、

企業選定の判断材料にもなります。

明・p・a・a・噌.、司『トー暗唱噌
i .f 1 ~ .. ι" d ・r n “一 k ... ，.. .. "."" 

Web版有価証券報告書 re-Report@有報』を利用する 電 E・e.Report@__ lIil!mlIlr 

有価証券報告審とは、株式などの「有価証券Jを発行する会社が財務省へ

提出するもので、事業年度ごとの営業内容や財務状況が記載されています。

企業研究を行う学生にとっても事業内容や営業方針など、企業の「中身Jを知るこ

とのできる格好の情報源です。

re-Repo円@有報』はその有価証券報告書をWeb版で提供するサービ‘スで、学内

の端末から自由に利用することができます。

業種や企業名から目的の情報を検索し、大いに活用してください。 .ニニニニ~fl'，榊，.xr.
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すより専門的な業界情報を知るための「雑誌」を利用する

・『販売革新j(商業界)<Ji)
→チ工ーンストアビ‘ジ、ネスに関する専門雑誌。

.r週刊トラベルジャーナルj(株式会社トラベルジャーナル)~
→旅行業界に関する専門雑誌。

.r繊研新聞j(繊研新聞社)-.1空〉

→アパレル業界に関する専門新問。

業界研究を行う上で、「現場Jの最新情報やキーワードを知っておくととも

ひとつの情報収集です。

I長尾文庫jく社史コレクション>を利用する

深草図書館には会社の歴史について書かれた「社史Jを多数所蔵しています。

会社の「今Jを知ることも大切ですが、その会社の成長過程を知ることも企業研究の

ひとつといえます。

※『長尾文庫jは深草図密館での館内利用に限られます。

就職試験や面接に際して、業界・企業研究で収集した情報はもちろんですが、一般常識や社会情勢についての知識も重要です0

・f時事用語事典J( 池田郡)@

.r日経キーワードJ(日経事業出版社)占入!D

→最新のキーワードや一般常識的な用語を掲載。知っているつもりになっている用語について正しく理解していますか。間違った「言葉Jを使わないよう

確認してみることも大切です。

業界や企業、社会情勢に関する最新の情報を入手するには「新聞」が最適です。

その他就職情報や採用情報なども充実しています。

日経テレコン21を利用する

日経テレコン21は新聞記事検索をはじめとする、いくつかのメニューからな

るデータベースで、学内の端末かう自由に利用することができます。新聞記事はもち

ろんのこと、就職に役立つ情報がたくさん掲載されています。詳しい操作方法は各図

書館カウンターにお問い合わせください。

・「新聞記事検索J

A 日経テレコン21トップページ

日経4紙(日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新閥、日経金融新聞)の記事を検索し、記事本文を表示することができます。掲載日からだ

けでなく、キーワードや関連語芯ど、あらゆる角度か5新聞記事を検索することが可能です。

・「企業情報J
企業名かうだけでなく、業種や所在地、企業規模忽どからの検索も可能で、事業内容や売上構成、労務状況などの情報が掲載されています。

・「テーマ検索(業界ウオッチ)J

様々な業種に関する直近2ヶ月分の新開記事をダイレク卜に検索します。

この他にも数多くのメニューがあり、業界研究や企業研究をする上で有効となる情報がたくさん掲載されています。

L一一ー一一一ーーーー一一一一一一

口 希望する職業目資格J明な場創刊ージの「資格試験編Jをご覧下肌→

5 
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上署iK~~吉報と付警合Jう

国 聞やテ山どーアには毎ーん

の企業に関する情報が流されている。

しかし、われわれが意識的に関心をもって接する'情報はど

れくらいあるだろうか。社会的に大きな事件として取り挙

げ5れることでもなければ、特定の企業情報に注目するこ

とはまずないといってよいだろう。大学で企業情報に接す

る機会としては、授業などで課題を出されたときとか、就

職活動のときくらいのもので、インターネットでとにかく

企業のホームページにアクセスするか、図書館に顔をだし

てみたり、新聞に目を通したりといった程度であろう。 1キ

リンビールとアサヒビールの財務内容を比較しなさい」と

経営学部教授佐藤研司

のか、どの角度から分析するのかによって得うれる答えは

異芯ったものになる。記事であれ、分析であれ完全な客観

性を保つことはでき広い。著者や分析者の主観という個人

的な価値観を通してしか情報はアウトプッ卜されないかう

である。情報の客観性を損なうことを恐れて、ありとあ5

ゆる状況を克明に記録すれば情報として正しいのかといえ

ば、これもノーである。あらゆる状況を把握するには多く

の時間と労力を要するし、それでも完全を期すこともでき

ない。迅速に情報を伝えることも重要なことである。情報

というものはもともと一面的なもの、すたよわち、いろいろ

な見方ができるものであると理解し、その利用方法を考え

いった課題に答えるには両社の財務情報を見る以外に方法 : たほうがよさそうである。一面的な切り口でしか捉えきれ

はない。就職先として面接を受ける前に、その企業に関す

る情報を集め理解しておく乙とは当然のことである。

国 …一情報には一一の

種類がある。一つは、財務データや生産量・販売

額データといった数値情報である。数値情報は最も客観性

が高い。たとえば、 rA社の当期経常利益は 10 0億円」

という情報は、誰が見ても同じ意味を持っている。その 1

o 0億円を多いとみるのか、少芯いとみるのか、あるいは、

A社にとっては妥当か否かの判断は別であるが、 A社が 1

o 0億円の利益を確保したという事実は誰にとっても同じ

意昧を持つ。対して、企業の業績に関する分析や判断、新

たに取り組んだ新規事業に対しての評価などの情報となる

と客観性のあるものは少なし1。著者によって、分析者によ

ってその評価は大きく見解を異にすることが多く見られる。

情報の取り扱いには公平であるはすの新聞やテレビなどの

報道情報も、よく見比べてみるとメテ、ィアによって論調が

異なっている。これは、情報の多面性という問題といえる。

情報は一つであっても、その情報をどの切り口で整理する

ない情報で正しく判断するためには、利用する側がいろい

ろな情報を重ね合わせて見ることである。一つの情報だけ

で判断するのではなく、すべての'情報をいったん自分芯り

に消化し、組み合わせてみることで自分独自の判断が見え

てくる。

回 一 ツトの和多様な即日アの登場

によって'情報を入手するための努力はほとんど、不

要になった。むしろ、情報が集まりすぎる情報過多時代で

ある。たくさんの情報の中から、自分に都合の良いものだ

けを主観的に選んで使うのではなく、あらゆる情報を害観

的に、総合的に取り扱うことが大事である。情報には客観

性が重要である。しかし、誰が見ても納得できる客観性の

ある情報は少なし1。どれだけ多

様な情報を集めることができた

のか、それをどれだけ消化し吸

収することができたのかによっ

て、真の客観性のある情報通と

芯ることができる。



職業の中には資格の必要なものもあります。どのような職業にどのような資格が必要か、

学術情報センター(図書館)を利用して情報を収集し、資格取得にチャレンジして下さい。

刊品L..-...._向山山dB?:>""...，:.....山..".=仕lt、.....，_深してみましょう3

.r資格の取り方全ガイド/就職、転職、昇進、独立に役立つJ(成美堂出版編集部)~・f公務員試験オールガイドJ(資格拭験研究会)..w0)@ 

.r福祉の仕事オールガイドJ(資格試験研究会)~弘~・1役立つ資格成功する資格J(現代資格問題研究会)~t.!V 

-E雪担調羅ヨ理理事覇軍司・

仕事に必要な資格の取得方法について調べてみましよう。

女国家公務員

f官公庁のしくみと公務員の仕事がわかる事則(松原聡)tW@

『公務員白書J(人事院).J!)@

食中小企業診断士

経営コンサルタントとしての唯一の国家資格で、中小企業の成長戦略・計画策定のアド}'¥イスを行う仕事。

I商業診断士突破マニュアル/刺企業診断士試験商業部門J(静岡ビジネスソ1)ューシヨン研究会)@~
f戦略的学習法と合格体験記集/中小企業診断士試験J(TAC合格の秘訣編集部)(.空久望。

会法務教官

少年院や少年鑑別所に勤務し、非行を犯した少年たちが社会復帰できるように、相談、助言、指導を行う。

『法務教官の仕事がわかる利(法学習院編集部)JY@

会ファイナンシャルプランナー

顧客のライフプランをお金のEからプランニングして、資金運用を手助けする資格。

『ここが知りた1，¥1ファイナンシャルプランナーJ(三修社企画)t翌九!y
fフアイナンシャル・プランナーの基礎知識J(日本ファイナルャルプランナーズ協会)ι!Yt.!V

蔵

蔵

蔵

所

所

所

館

館

館

書

書

書

図

図

図

草

宮

田

深

大

瀬

s
d
s
 

.資格鼠験コーナー(深草本館2階)
公務員猷験司法書士ー秘書検定を始め各

種資格鼠験問題集などがあります。

-... 15:315蓮司::EE司

-キャリアアップコーナー(瀬田本館2階)
公務員鼠験・就瞭対策本ー留学案内蔵種ガ

イドを始め福祉系ー情報系館学系の資格

低験問題集が充実しています。

インターネットを利用して告種資絡試験に関する情報を集めるととができます。いろいろ芯ホームページを見てみましょう。

-人事院 http://www.iinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm 

国家公務員の採用試験にかかわる試験日程や申し込み方法、また女性職員による体験談などの情報を得ることが可能。

・金融庁 http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/kailくeisi_menu.html

公認会計士試験に関する情報を得ることが可能。

試験の実施スケジュールの他、受験資格や試験免除など詳しい情報も掲載。

・法務省 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/ 

司法試験、司法密士、土地家屋調査士試験に関する受験案内のほか、問題や解答例も掲載。

・国税庁 http://www.nta.go.jp/category/zeirishi/zeirishi.htm 

税理士に関する情報がまとめてあります。受験案内のほか、税理士登録の内容が閲覧できる。

・国土交通省 http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/Iくokkasiken.html

不動産鑑定士、海事代理士、旅行業務取扱主任者をはじめ国家試験の情報を掲載。

名資格の内容や業務、試験日程芯どが網羅されている。

-大阪府 http://www.pref.osaka.jp/ 

・京都府 http://www.pref.lくyoto.jp/

・滋賀県 http://www.pref.shiga.jp/ 

(地方自治体のホームページから、

j地方公務員に関する採用情報を得るととができる。:

E'}'1~~弘司画面liiö~11t~"i-~r.j町~l!車置
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.国税庁ホームページ

自分の取得したい白格が決まったう、資格w.験に向けて勉強を始めましょう，計画的・継続的に学習することが岳要です

深草図密館では、資格試験コーナー、瀬田図曾館では、キャリアアップコーナーを設白して、各種資格試験の問題集を揃えています。

口 今回醐蜘取恥り上げた欄資酬料や叩情慨報靭蜘叩は凶開叫ま引抑ほ鮎Mま札んωの一悶 ぎ 叫 ま

役立ててください。また資料収集や情報収集の方法について、何か困ったことがあればお気軽に各図書館カウンターへおたすねください。

7 
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伊ロタペロス庄自信ν部ロト

私は先日「日経テレコン21Jというデータベースの講習

会に参加した。 I日経テレコン2lJとは日本経済新聞社が

保有するデータ(詳しくはあとで説明する)をインターネ

ット上で提供するサービスのことである。

今回、情報化社会といわれ日々膨大芯霊の情報が飛び交

う中、いかにそれらの中から今の自分に必要芯情報を能率

よく得るかが重要に芯ってきている。特にメディアの中で

も新聞というものは、ほlま毎日制うれるため日が経てば経

つほど読むことが難しくなってくる。それは常に最新の情

報が提供されているということでもある。 しかしそれを利

用するわれわれの関心 ・興味は最新のものばかりでなく今

現在の自分のいる状況、あるいは世の中の流れなどにより

変化していき、以前の情報にも向け5れることが多い。つ

まり週去の新聞記事の中に、今の自分にも非常に有益な情

報が埋もれていることは多いのである。それを掘り起こす

にはどうすればいいか私は常々悩んできた。確かに図書館

には何年聞かの新聞の取り置きはあるし、縮小版も所蔵し

ている。だがこれうでは、この時期にはこういう情報を提

供していたのだ、という情報の遍歴こそ分かるが、ほしい

情報を得るのに莫大な時聞を要するという問題がある。ど

うしたらいいものかと思っていると、人類の叡智がここへ

きてまた活路を聞いた(Iまた」というのは過去の歴史の

中で幾度となく人類は困難を、知恵を使って解決してきた

ことかS)。

先の講習会ではその新聞の中で日経新聞関係を取り扱っ

たもので、ぜひ同じことで悩んでいた方にもその効用を紹

介したい。

経済学部2回生渡濯泰行

ますどういうことを調べられるか、簡単に挙げておく。

新聞記事 :記事を全文見ることができる。(新聞は1975

年からの日本経済新聞朝 ー夕刊、日経産業新聞、

日経流通新聞、日経金融新聞の4種)

企業情報'上場企業、広頭登録、有力企業の全国約3万社

の情報(役員、大株主、労務状況、要約賃借対

照表、要約損益計算書、監査意見、申告所得、

本社所在地など)。またそれ5の企業ごと、業

種ごとの決算速報。

人事情報:全国の有力企業約4200社の役員・部長・次課

長級約30万人、また中央官庁・政府関係機関・

審議会団体などの幹部職員約2万人の人事情報。

またその人に関する新聞記事。

株価‘債権'価格や指数を表示。

経済統計:官公庁が発表するマクロ経済デー夕、地域別の

経済統計。

テーマ検索・関心のあるテーマの関連記事を掲載(業界ごと

の企業検索、話題のトピック、社説などのコラム、

日経4紙のトップ記事、調査統計記事、新製品

に関する記事)。

速報二ユース'速報記事の中から必要な記事だけ検索できる。

また画像(写真-グラフ -イラスト)や映像(動

画)も過去ア日分を見ることができる。

と、まあそのほかにも色々あるが主な機能はこんなところだ。

インターネットか5この「日経テレコン21Jへは学術情報

センターのホームページかう簡単に入れ、上に挙げた機能

も利用するのは簡単だ。ただ初めて利用するという人の中

にはたくさんの検索画面があり、知うない用語が多いため

戸惑う人もいると思う。そんな人は次回の講習会にぜひ参

加し、そこでの説明や配布される説明書かう習得すればいい。

せっかくこんな便利な道具があるのに利用しない手はない。

そう、あなたの未来はデータベースによって大きく広がる

のだから。

「日経テレコン21Jの利用は学内LANに接続され

た端末に限られます。

「日経テレコン21J講習会のお知5せ
龍谷大学図書館報

『来・13，St>jm26号

2002年10月発行今後、就職活動にむけて、「日経テレコン21Jを利用した企業情報の収集方法について、

講習会を行います。詳しい日程および会場については合図書館掲示板および学術情報

センターホームページでお知らせします。

編集・発行 篇谷大学学術情報センター

干612・8577 京都市伏見区深草塚本町67
TEL.075-645-7885 (ダイヤルイン)

http://opac.lib.ryukoku.ac.jp 


