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Broadwick st.（当時の Broad st.）にある John Snow パブ

原点に立ち返ること

図書館長 小田切　陽　一

　気温が低く、薄ら寒いにもかかわらず、どことなく湿気が感じられる初春のロンドンを

訪れた。中心街のSOHOにあるジョンスノー・パブの店前にあるポンプを見に行くのが目

的だった。夜ともなれば大勢の若者が行き交う賑わいだ街へと変貌するのだろうが、昼下

がりの人影は予想どおり少なかった。目的のパブの所在と目印となる看板はあらかじめ脳

裏に刻みこんでおいたので、ほとんど迷うことなく発見することができた。ブロードストリー

トの一角に、誰一人振り返るでもなく一機の手動式くみ上げポンプがたたずんでいた。足

下のメモリアルボードにはジョンスノーの名とポンプのいわれが書き連ねてあった。

　Dr. John Snow（1885-1999）の名を、疫学分野では知らない者は誰もいない。最近で

はすっかりなりを潜めてしまったたちの悪いコレラ（アジア型）が世界的な流行を頻繁に

繰り返していた19世紀、世界都市ロンドンも例外ではなくその災禍から逃れることはでき

なかった。1850年に端を発した大流行時に、麻酔医でもあった彼は、患者の発生状況に関

して時系列と地理的分布に基づいて克明に記載することで、感染源として、住民が利用し

ていた「飲み水」の存在に着目することになる。自然実験と称される、2つの水道会社から

の給水を受けていたほぼ社会階層も等しい住民を給水条件の違いだけで分けたみごとな比

較対照研究によって、仮説とした「汚れた水」を証明した彼はすぐさまロンドン市の当局者

とかけあって汚染されていると思われた水道会社から給水されていたポンプの汲み上げレ

バーをはずさせることに成功し、そしてその効あって流行は終息する。この業績は、コレラ

菌を発見したとするコッホの業績の30年以上も前の話である（実際にはイタリアのフィリッ

ポ・パシニがその頃発見していたのだが）。

　私がここを訪れた理由は、ある研究の行き詰まりをなんとか打破するためであった。思

考や計画、そして実行が立ちゆかなくなったときに人がとる行動のひとつの選択肢は振り

返ることである。立ちゆかなくなった原因を探るべく、筋道を検証するために振り返るこ

とも大切だが、いよいよとなれば一気に原点に立ち返るしかないのかもしれない。そして

そこは現在直面している問題とは乖離した世界であるかもしれない。しかし原点に立ち、

そこから考え直してみることで新たな展開が始まることもある。間もなくして幸い私の研

究も新たな展開をみせた。
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地域にひらかれた図書館として30年地域にひらかれた図書館として30年地域にひらかれた図書館として30年
山梨県立大学図書館（飯田キャンパス）

山梨県立女子短期大学図書館

20052005年年

山梨県立大学が開学したこと

により、飯田キャンパス・池

田キャンパスの図書館システ

ムを統合。開館時間の延長や

一般県民利用者を 16歳以上

からと年齢制限を引き下げた。

20072007年年

8万冊収蔵可能な書庫棟増設予定。

19661966年年

山梨県立女子短期大学開学時に開館。

当時の建物は、現在新館の旧第一研究棟で、

約2万冊の蔵書でスタート。

19821982年年

現在の場所に2階建の新館を建築。

18歳以上の県民に開放した。

19991999年年

図書資料の電算化を行い、学内や一般県民が

HP等を利用して蔵書の検索ができるようになる。

　本年度から開館時間延長や利用者の年齢制限を下げたことにより、学外者の
利用も倍近く増えています。本図書館の特徴を次に上げてみました。

どんな図書があるのかな

　平成 16年度末の蔵書冊数は約 7万冊です。資料の特徴は、山梨県立女子短期大学開学以来の学

科である国文学や家政学、幼児教育学関係の資料が多数あり、国際教養科に関する語学関係資料な

ども多くあります。特に、絵本や紙芝居は充実しています。また、大学開学の学科に合わせた、総

合政策・国際コミュニティ・福祉関係・人間形成に関する資料なども昨年から積極的に購入してお

り、平成21年度までに11万冊を目標に整備しています。

図書以外の資料の利用は

　最新号以外の雑誌や紀要の貸出をします。レポートや卒論の資料にも活用できます。他には「山

日新聞」「朝日新聞」の縮刷版、ビデオやDVDもあります。貸出はできませんが、館内の利用はで

きます。

パソコンも使えます

　館内ではインターネットコンセントや無線LANが整備されています、自分のノートパソコンを

持込で、図書館資料を活用しながら文章作成が可能です。

　本学の先生方の著作を集めたコーナーを設けて、紹介しています。ぜひ、手にとって読んでみて

ください。

本学の先生にはどんな著作があるのかな



看護の専門図書館として看護の専門図書館として看護の専門図書館として
山梨県立大学看護図書館（池田キャンパス）

山梨県立看護大学・看護大学短期大学部図書館

20052005年年

山梨県立大学開学。県立大学・

看護大学・看護短大の共用図

書館となる。図書館システム

の統合で、両キャンパスの図

書館の図書が利用可能に。

19951995年年

山梨県立看護短期大学開学と同時に「山梨県

立看護短期大学図書館」として開館。高等看

護学院図書室の資料を移管する。県内の看護

職にも開放。

19971997年年

開館時間が月・水・金のみ 19 : 00

まで延長となる。

20012001年年
平日 21 : 30 までの夜間開放

を試行する。

　現在、蔵書は約6万冊です。その5分の1を看護系の図書が占めています。実
習やレポートなどで、学生さんたちが本をたくさん借りていきます。図書館では、
本の貸出だけではなくて次のようなこともできますので、ご活用ください。

勉強したい

　参考書架には、調べものに役立つ参考書がたくさんあります。貸出はできませんが、手元に置い

て勉強するにはお役立ちの資料です。集中して勉強したいときには、個室のスタディールームがお

すすめです。2 時間まで（予約がなければ延長可）利用できます。カウンター端に置いてあるノー

トに記入して使ってください。

映像を見てみたい

　AV コーナーで所蔵の視聴覚資料を観ることができます。DVD 資料も少しずつですが充実してき

ました。グループで見るときはカウンターで手続きをとれば、学内の教室でみることができます。

新聞をみたい

　現在図書館にある新聞は、山梨日日新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済

新聞、The Japan Times です。当日の新聞は閲覧室に出ています。過去３ヶ月分は保存しています

ので、見たいときはカウンターまで。

　雑誌が並ぶ書架に、山梨日日新聞に掲載された看護関係の記事のスクラップが置いてあります。

パラパラ見るだけでも、最近の状況がわかって便利。ぜひ活用してください。

最近の看護系のニュースを知りたい

　http://libweb.yamanashi-ken.ac.jp/linusnc_tokushu.htmlにアクセスすると、図書館所蔵雑

誌の特集記事が検索できます。検索のコツは、「雑誌名を表示する」を指定することです。

自分の調べたいテーマを特集している雑誌はないかな

19981998年年

山梨県立看護大学開学。大学・短大

の共用図書館となる。開館時間は

19 : 00 まで完全延長。
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4年経ったときに、さらに利用しやす
い環境になっていればいいですね。そ
のときは、私も活用させていただけれ
ばと思います。

畑さん　：

公共の図書館と大学の図書館の役割は
異なるのではないかと思います。ある
程度、大学独自の図書館のあり方が考
えられてもいいのではないかとも思い
ますね。当面は、他大学の図書館と連
携しながら、不足している部分を補っ
ていくことが重要ですね。

箕浦先生：

図書館の外に自動販売機を置いて、さ
らに木の近くにベンチなどを置いてお
くと人が図書館を中心に集えるような
雰囲気になるのではないでしょうか。
もちろん、マナーを守ってですが。

田中君　：

最近の小説などを置いてくれるともっ
と利用者が増えるように思います。専
門書ばかりだと利用率は上がらないよ
うに思います。

丸山さん：

小説なども充実してくるといいと思い
ますね。

大嶽さん：

今でも、幼児教育関係の本は充実して
いると思いました。実習前に、資料調
べをしてたいへん役にたちました。

丸山さん：

そうですね。新学部の専攻に関連する
本は増えてきます。そして、書庫もで
きると聞いておりますので、書庫がで
きるともう少し閲覧スペースも広くな
るのではないかと思います。

箕浦先生：

社会学の本が少ないと思っていたので
すが、これから充実してくるのですね。

大嶽さん：

今、新設の大学になって、新しい本を
どんどん購入していますから、まだ整
理できていなくてダンボールの中に入っ
ていたのかな。

箕浦先生：

（今、パソコンは活用できないですが）
図書館の司書の方々からは大変親切に
資料調べの手助けをしていただきまし
た。以前、国際法の学習に必要な本が
借り出されていて利用できなかった時、
それに代わる本があるとわざわざダン
ボールを開けて、関連する本を貸し出
してくださいました。

大嶽さん：

調べながら、レポートも作成したいと
思います。

丸山さん：

やはり、情報検索ができることです。畑さん　：

箕浦先生：図書館でパソコンが使えるというのは
どういうメリットがあると考えていま
すか。

普通の日も含めて、もっと利用率があ
がれば土曜日も開館ということになる
のではないですか。今、利用者が必ず
しも多くはないですから。

畑さん　：

大嶽さん：土曜日、日曜日も使えるようになれば
いいですね。そして、パソコンも利用
できればいいと思うのですが。

田中君　：ずいぶん、便利になって使いやすくなっ
たんですね。でも土曜日は利用でき
ないんですね。

丸山さん：貸し出し期間も 1週間延びたのでは
ないですか。

畑さん　：昨年まで、図書館は5時で閉館になっ
てしまいましたが、今年度から閉館時
間が延びて良かったですね。

国際政策学部の大嶽知代さん、田中裕君、

短大幼児教育学科の畑元子さん、丸山

葉子さん、そして、図書委員の箕浦先

生に「図書館のこれまでとこれから」

について語っていただきました。

飯田キャンパス飯田キャンパス飯田キャンパス飯田キャンパス

VOICEVOICEVOICEVOICE

（文責：堀井）

上段左より、箕浦先生、田中君
下段左より、丸山さん、大嶽さん、畑さん：堀井研究室にて（ ）



NAC湯村 浅 野 和 子

　こんにちは！私は現在、准看護師の

勉強をしています。この図書館は学習

スペースも広く、専門の書籍もあり学

習に役立つビデオも整備され、夜遅く

まで開館しているのでよく利用させて

頂いております。図書館には真剣に学

んでいる学生がいますので、その雰囲

気が私の良い刺激となります。今は疾

病や看護に関する本を利用することが

多いのですが、図書館には教育や文化

や哲学、心理、芸術、宗教、歴史その

他沢山の種類の本もあり、もっといろ

いろな本を読んで心豊かにしていきた

いと思っています。図書館が学生で賑

わうのは実習中や試験中のようですが、

私はもっと多くの働いている看護職の

方々が日頃からこの図書館を利用され

ることを願っています。

山梨県立看護大学短期大学部3年

加賀美麻衣子

　図書館はグループワーク等の資料を

集めるために友人たちと活用すること

も多いが、個人で集中し課題を仕上げ

るにはスタディルームが有効である。

自分のパソコンを持ち込み、静かな環

境で取り組むことができる。必要時は

看護専門書やインターネットも活用す

ることができるので、疑問を即時解決

しながら学習できる。テスト前やレポー

トの締め切りが近く追い込みをかける

時にはおすすめできる図書館の活用法

であると思われる。できることなら、

土日にも開館していただけると学生に

は非常にありがたい。

山梨県立看護大学4年

山田菜々美

　私はこの学校に2年前に編入しました。

前の学校が総合大学だったのに対し、

本校は看護の専門大学ということもあり、

看護に関する様々なジャンルの書物が

多く、実習、授業などに大いに活用さ

せてもらいました。また、本校にない

場合は飯田校の図書館も使用しました。

4年生になり利用回数が増えましたが、

主に卒業論文に必要な文献検索や、実

習の際の勉強の場でした。環境もよく、

9時まで開館している事がとてもあり

がたかったのですが、どうしても平日

だけでは間に合わないときは土曜日か

日曜日のどちらかだけでも開館しても

らえればと思いました。

山梨県立大学大学院1年

佐野宏一朗

　本学の図書館は今年度から池田・飯

田キャンパス双方の図書館を利用でき

るようになったこともあり、蔵書され

ている書籍の幅が広がりました。また

看護系の蔵書の豊富さは目を見張るも

のがあり、本当にすばらしい図書館で

あると思います。大学院では国外雑誌

や洋書を必要とする機会も増えましたが、

国外の書籍も豊富で蔵書がない場合も

司書の方々が迅速に複写を取り寄せて

下さるので本当に感謝しています。た

だ蔵書の検索システムに関して、池田・

飯田それぞれの蔵書を別々に検索する

ことが出来た方が使い易いと思います。

池田キャンパス池田キャンパス

VOICEVOICE
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蔵書検索システム

検索のキホン検索のキホン
― あなたは使いこなしていますか？ ―

 図書館で所蔵資料を調べるとき、

検索システムを使っていますか？

検索方法をちゃんと身につけるこ

とで、いち早く自分の見たい資料

にたどりつけるようにしましょう。 

 図書館で所蔵資料を調べるとき、

検索システムを使っていますか？

検索方法をちゃんと身につけるこ

とで、いち早く自分の見たい資料

にたどりつけるようにしましょう。 

②②

②②

①①

③③

初期設定は「図書」。雑誌
を検索するときは「雑誌」
に変えて下さい。

① タイトルに含まれる言
葉など、キーワードを
入れてください。

② 「検索」ボタンをおすと、
該当する資料のリスト
がでてきます。

③ 気になる資料をクリッ
クすると、所蔵情報の
詳細を見ることができ
ます。

ここをクリックすると
他大学の所蔵が調べら
れます。

詳細情報では以下の点に注目！詳細情報では以下の点に注目！
　下のように表示された場合、「県大」（県立大学図書館）と「看護」（県立大学看護図書館）

の両図書館に 1 冊ずつあることを意味しています。図書状態が「保管中」か「貸出中」か

を確認してください。所在が「閲覧室」「2 階閲覧室」「参考書架」などであれば、図書館

内の書架に並んでいます。「書庫」「閉架書庫」となっているものは、カウンター職員に出

してもらってください。図書は、請求記号を頼りに探してください。
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利用案内 QQ＆＆AA
みなさんに図書館をもっと利用してもらうために、Q＆A形式で紹介します。

図書館の利用時間は？

県立大図書館（飯田キャンパス） 9:00～19:00

9:00～21:00（貸出は19:00まで）看護図書館（池田キャンパス）

学外者は利用できますか？

県立大図書館は、16歳以上の山梨県在住、通勤、通学している方なら利用できます。

看護図書館は、県内在住の看護有資格者、医療・保健・福祉に携わる方が利用できます。

貸出冊数は？

学内者（学生・教職員）5冊2週間（延長1回まで）

学外者（一般県民など）3冊2週間（延長1回まで）

他のキャンパスの図書館の図書が借りたいのですが。

本学の学生、教職員は両館が利用できます。また、他方の図書館の図書の配本サービスも行って

います。

課題についての資料をどのように調べたらよいかわかりません。

ご相談ください。どのような資料があるか、また、どこの図書館に資料があるか検索方法なども

教えます。

コピーはできますか？

図書館内の資料でしたら、著作権の範囲内に限り1枚10円でできます。

本学以外の資料の複写を手に入れることが可能ですか？

料金（実費）がかかりますが、可能です。ご相談ください。

など、図書館や資料検索に関する質問は開館時間内でしたら、いつでもお受けいたします。
カウンターにお声をかけてください。

　図書館広報誌「Yonzya（よんじゃー）」いか
がだったでしょうか？
　両キャンパス図書館が統合され第1号。この
タイトル名は学生の公募で決定いたしました。
　今回の紙面では、皆さんに両図書館をより良
く知っていただきたいと考え、両キャンパスの
図書委員が力を合わせ編集いたしました。
　また、学生さん方にも図書館への意見やコメ
ントをいただきました。
　ご協力ありがとうごさいました。

編集後記

Yonzya（よんじゃー） 2006 年 3 月 10 日 発行
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