
ある新聞社で最近行った世論調査では、１ヶ

月間に１冊も本を読まなかった人はおよそ５割

に達するという。週刊誌や月刊誌を除いた場合

の結果である。時間が無かった、本を読まなく

ても困らない、読みたい本が無かったなどがそ

の主な理由である。サラリーマンなどの給与所

得層では仕事に追われて時間が無かったという

のが主な理由らしい。一方、20歳代では「読ま

なかった」という割合が40％を越えるもののわ

ずかながら減少の傾向にあるという。いずれに

しても４～５割という大きな割合で本とはあま

り縁が無い人がいることになる。活字離れが深

刻のようだ。というこの私もこのところなかな

か本を読む機会がない。研究の報文や会議資料

などは毎日のように目を通すにしても、まとまっ

た本を開いて１冊を端から端まで読んだことな

どここ数年、記憶に無い。

本離れ・活字離れとともに販売部数は減って

いるようだが、出版点数は増えているという。

増え続ける本の種類に伴って本の購入・販売方

法も様変わりしつつある。インターネットで本

を買うのもネットの普及と共に当然のように増

えてきた。それだけではない。本屋からの大量

の返品本に悩む出版業界が売れ残った本の半額
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販売もネットで始めた。返品は年間５億冊にも

なるという。売れない本はシュレッダー行きと

いうことだが、これでは著者もやるせない。半

額にすれば売れてビジネスになるというのだ。

売れ行きはジャンルによって違っているようで

ある。辞典、実用書、児童書のいわゆる３Ｊと

呼ばれる古くなっても実用性の変わらないもの

は売れるそうだが、有名小説家の本は初版の時

に買う傾向があるので売れにくいという。

東京都のある区立図書館では書籍をデジタル

化し、インターネットを使って24時間電子図書

を貸し出すWeb図書館を11月からスタートさ

せた。図書館に行きたくても時間が無くていけ

ない人や外出できないお年寄りなどにも図書を

利用してもらおうというねらいのようだ。電子

図書ではパソコンを使用するので字の大きさを

自分の読みやすい大きさに変えることもできる。

携帯電話配信小説まである今の時代だ。販売方

法だけでなく、書籍の形体までもが一昔前から

見れば大幅に変化した。

ところで、こんなところにも活字離れは現れ

ている。漫画本や絵入りの本だ。活字を読む時

間を取るのも難しい当世の忙しい世の中では一

目で内容がわかる絵入りの本が受けるという。

それも漫画チックなイラスト入りの本である。

子どもが読む本ならまだしも、高校生が受験勉

強に読む参考書、果ては大学生の参考書まで漫

画でストーリーができたものもある。確かにそ

れは手っ取り早い。しかし、本当にそれでよい

のだろうか。これも時の流れで、良しとしなけ

ればならないのだろうか。

小説などの本で読む光景や人物像などは、テ

レビや絵本に現れるそれとは自ずから違ってく

るはずだ。テレビや絵本が、画像で確定したも

のを印象として与えてしまっているのと異なっ

て、小説などの本では読む人が勝手に光景を創

作することとなる。読みながら想像を巡らし、

そこに創造の世界ができあがる。それは、行間

を読む楽しみにもつながってくる。画像ではそ

れが難しく、与えられたもので終わってしまい、

それ以上の創造が妨げられ、お仕着せの観念に

なってしまう恐れがある。

本を読み、文章を読む楽しみ、それは行間を

探ることでもある。漫画や絵本ではできないこ

とである。著者が意図するものを行間から引き

出すことにこそ、本を読む楽しみがあり、意義

がある。このことは小説や専門書などの成書だ

けに限ったものでもない。研究報文でも同じこ

とがいえそうである。表（おもて）に書かれた

文章からその裏にあるものを引き出すことが必

要だ。そこから著者が見いだせなかった新たな

研究シーズが見いだせるかもしれないからだ。

研究シーズを常に探し求めるのは研究者の務め

だ。斜め読みで多読を重ね、他の研究者の動向

を探るのも必要だが、熟読し活字の裏に秘めら

れたものを見つけ出すことはさらに重要だ。

読書には行間を読むことにこそ意義があり、楽

しみがある。その楽しみを味わうにはやはり活

字を繰らなければ始まらない。

「読書は人の顔かたちを変える。」高校に入

学したての時、図書のガイダンスで図書担当の

先生から聞いた言葉だ。50年ほども前のことで

ある。本を読めば読むほど教養が深まり、人柄

に磨きがかかり、奥ゆかしさが備わってきて、

結果としてゆとりのある円満な顔かたちになる

というのだ。これからでも間に合うだろうかと

思う日々である。
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★★資料紹介★★ オンライン版『理科年表』

「理科年表」の創刊（大正14年）から最新年度版までのすべてのデータにアクセスすることが

できます。検索方法も4通り（目次から、索引から、画像から、全文検索）あり、過去80年分の

約15,000項目の図表データへのアクセスが簡単にできます。

学内ならどこからでもアクセスでき、同時に複数のアクセスも可能ですのでお気軽にご利用ください。

>>>アクセス方法<<<

「秋田県立大学ホームページ」

→「図書・情報センター」

→「情報・論文検索」

→「理科年表」

「ログイン」をクリック

「理科年表」

をクリック

「情報・論文検索」

をクリック

どんどん活用しよう！
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★★検索のコツ★★ 『件名』を使いこなそう！

あるテーマの図書を探すとき、検索語を何にするかによって結果が違ってきます。本当は良い資

料があるのにたどりつけなかった、ということにならないよう、一歩すすんだ検索方法を紹介しま

しょう！

「秋田県立大学ホームページ」

→「図書・情報センター」

→「蔵書検索（OPAC）」

例：「ごみ問題」に関する図書を探してみよう

「検索」をクリック

「蔵書検索」

をクリック

「タイトル」欄に

『ごみ問題』と入れてみよう

「詳細検索」を選択

6件ヒットしました。が、これでは書

名に「ごみ問題」が付く図書しか探せ

ません。

まずは試しに1つ選んで詳しく見てみ

ましょう。

検索結果
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詳細の下のほうにあ

る「件名」に注目！！

この例では『廃棄物処

理』と記されています。

「件名」（正確には件

名標目といいます）と

は、書名の言葉に関わ

らず「何について書か

れているか（主題）、

図書のテーマ」を示し

ています。

ここをクリックして

みましょう。

「廃棄物処理」をクリック

今度は139件ヒットしました。

書名に「ごみ問題」という言葉は使

われていませんが、「廃棄物処理」に

関する図書を検索することで「リサイ

クル」や「エコ」もヒットしました。

さらにもう一つ選んで詳細を見てみ

ましょう。

この図書の「件名」は『資源再利用』、『廃棄物処理』、

『環境問題』であることがわかります。これらをクリッ

クしていけば、さらにその分野の図書を検索すること

ができます。

このように、まずはタイトルなどで検索して結果を

表示させ、件名が何かを知ったうえで再度件名検索す

ると、どんどん芋づる式に検索の輪が広がっていきま

す。



○ 卒業予定者の貸出について
平成20年３月卒業予定者への図書館資料貸出の最終返却期限は２月28日です。

２月29日以降は貸出できません。貸出中の資料は必ず期日までに返却してください。

○ 春季休業期間中の図書館利用について
春季休業期間は２／11（月）～４／10（木）です。

期間中は開館時間および学生、院生への貸出冊数が変更となります。

＊学生・院生は、１月26日（土）～４月４日（金）に貸出した図書、音声資料の返却期限日が

４月18日（金）となります。（教職員は通常期と同じです。）
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貸出冊数 貸出期間

通常期 休業期間中 図書/音声資料 逐次刊行物
逐次刊行物
（最新号）

学 生
院 生
教 職 員

５冊まで
１０冊まで
１５冊まで

１０冊まで
１５冊まで
１５冊まで

２週間以内
２週間以内
１ヶ月以内

３日以内
３日以内
１週間以内

１日以内
１日以内
１日以内

秋田県立大学 図書館だより No.16 2008年１月発行
秋田県立大学 図書・情報センター http://www.akita-pu.ac.jp/library/lib.html

●秋田キャンパス 〒010-0195 秋田市下新城中野字街道端西241－438
TEL018-872-1561/FAX018-872-1674 E-mail:a_library@akita-pu.ac.jp

●本荘キャンパス 〒015-0055 由利本荘市土谷字海老ノ口84－４
TEL0184-27-2049/FAX0184-27-2185 E-mail:h_library@akita-pu.ac.jp

●大潟キャンパス 〒010-0444 秋田県南秋田郡大潟村字南２－２
TEL0185-45-2028/FAX0185-45-2021 E-mail:toshokan@akita-pu.ac.jp

※ご意見・ご要望等をお寄せください。

○ １月～３月の図書館開館スケジュール

【開館時間】 平 日 １月15日～２月８日 8:30～19:00 19:00～22:00（無人開館）
２月12日～３月 8:30～17:00 17:00～22:00（無人開館）

土日祝日 １月14日～２月10日 9:00～19:00（無人開館）
２月11日～３月 9:00～17:00（無人開館）

＊１月18日（金）12：00～１月20日（日）は、センター試験のため秋田キャンパスのみ完全休館とな
ります。
＊２月29日（金）は館内整理日のため、８：30～17：00閉館、17：00～22：00無人開館となります。

２００８年１月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

２００８年２月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

２００８年３月

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

図 書 館 か ら の お 知 ら せ


