
　先日、小学校一年の息子に、「植物と昆虫の図鑑、買
って」とせがまれました。林間学校に持っていくためだ
そうで。早速、大きな書店の絵本棚の隣にある、子供向
け図鑑コーナーへ行ってみました。やはり、小学館と学
研が双璧のようです。植物、昆虫、動物、魚、鳥、乗り
物、人体、地球、宇宙・・・・・。知的好奇心がチクチク刺
激されます。何しろビジュアルがきれいだし、丁寧な解
説をついつい読んでしまいます。　
　久しぶりに図鑑を手にとって気付いたのは、いろいろ
面白い切り口の図鑑があるのだなあ、ということ。スタ
ンダードな自然科学系はもちろん、身近なものから宇
宙の果てまでいろいろなものをくらべてしまう図鑑、子
供が大人に良く質問するようなネタを集めて解説して
くれる図鑑、生活全般をテーマにした図鑑などもあり、
親子で一緒に楽しめそうです。

　出版業界もなかなか大変なこのご時世で、図鑑の販
売が好調のよう。図鑑の2011年の推定発行部数は
195万部で、前年と比べて6割増えたとのこと（出版科
学研究所の調査による）。その後もますます活況を呈し
ているようです。前述の子供向け図鑑はもちろん、写真
集のように色鮮やかで、解説も充実した大人が楽しめ
る図鑑がたくさん刊行されています。
というわけで、今回は十条台キャンパス図書館に所蔵
されている面白い図鑑の一部を紹介します。

　まずは、定番の自然科学分野から。
『世界で一番美しい元素図鑑』（創元社、2010年）
『地球博物学大図鑑』（東京書籍、2012年）
『世界動物大図鑑』（ネコ・パブリッシング、2004年）
『海と環境の図鑑』（河出書房新社、2012年）
『新版　絶滅哺乳類図鑑』（丸善出版、2011年）
なかでも、『世界で一番美しい元素図鑑』は、図鑑ブー
ムの火付け役といわれる一冊。元素が塊になった姿
や、どのような日用品に使われているかを美しい写真
で紹介しています。
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　布川　律子　（経営学部准教授）

　お次は、神話・伝説・文化の分野から。
『世界の神話伝説図鑑』（原書房、2013年）
『世界の怪物・魔物文化図鑑』（柊風舎、2010年）
『ドラゴン神話図鑑』（柊風舎、2009年）
『世界お守り・魔よけ文化図鑑』（柊風舎、2006年）
『世界食文化図鑑』（東洋書林、2003年）
こんな図鑑あるんだな、という感じですね。

　図書館司書の黒木さんお薦めは、次のシリーズ。
『図説世界史を変えた50の鉱物』（原書房、2013年）
『図説世界史を変えた50の植物』（原書房、2012年）
『図説世界史を変えた50の動物』（原書房、2012年）
このシリーズの特徴は、人類の歴史・文明に大きな影
響を与えた「動物」、「植物」、「鉱物」を取り上げ、美し
い図版とともに紹介している点。読み物としても、すご
く面白いです。

　そのほか、私のお薦めは以下の二つ。
『世界の建築家図鑑』（原書房、2012）
『アンパンマン大図鑑 公式キャラクター2000』（フレー
ベル館、2007年）
だまされたと思って、手に取ってみてください。

　十条台キャンパス図書館には、このように様々な分
野のおもしろ図鑑が所蔵されています。正直お高いも
のなので、自分の趣味ど真ん中のものでない限り、な
かなか自身での購入に踏み切れませんよね。そんなと
きの大学図書館です。足を運んで、色々な図鑑を堪能
してみてはいかがでしょうか？
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学生選書ツアー開催報告学生選書ツアー開催報告
平成25年度

                                            

                                         梅雨入りして間もない 6月 12 日水曜日、紀伊国屋書店新宿南店にて、応募していただいた
　　　　　　　　　　　　　　　  7 名の学生の皆さんと図書館に置く本を選んできました。今回の参加者は、子ども学部 3名、
                                                                  経営学部 3名、幼児教育科 1名の計 7名でした。昨年度までは、秋に開催していた学生選書
ツアーですが、今年は夏休みを利用してたくさんの方に読んでもらえたらとの趣旨のもと、前期の開催となりました。このイベ
ントを知らなかった方、どんなことするのかいまいちわからなくて参加を躊躇されていた方…、今回参加していただけなかった
方にも、「学生選書ツアー」を知ってもらえるように、当日の模様をご報告したいと思います。

午後 4時 55分、6階の外商カウンター前に集合　
大学から同行もできますが、当日の予定などで現地集合の参加者もいます。
現地集合の皆さんは早めに集まっていただいたようで、少しお待たせして
しまいました。ちなみに 6階は洋書のフロアです。
洋書って装丁がきれいなものが多いですよね。

午後 5時、スケジュール確認・選書方法の説明　
当日のタイムスケジュールや選書基準、
各フロアについて説明があり、書店員さんに
選書で使うハンディターミナルの使い方を
教えてもらいます。

午後 5時 15分、いざ！選書開始　
説明が終わったら、各自、各フロアを自由に探索し、お目当ての本を物色します。

気になった本をどんどんハンディターミナルで読み込むと、
あっという間に設定金額！という方も多かったようです。
選んだ本を持ち歩かないから、どれだけ選んでいるか実感がわかないかもしれません。
ハンディの液晶画面に、選んだ冊数と金額の累積が表示されますので、各自、確認しながら選んでいきます。

外商カウンター前で
集合写真をパチリ。

書店員さんが丁寧に教えてくれます。
ふむふむ。なるほど…

これがハンディターミナル。
本についているバーコードを
読み込みます。ピッピッピ。
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ちょっと、書店内をご紹介♪ちょっと、書店内をご紹介♪

3階にはカフェがあります。
書店併設のカフェって今はやりのようですね。
コーヒーのいい香りが…。

平日ですが、駅前という立地条件からか、結構混んでいます。仕事帰り風の方が多く見受けられました。

本屋さんに今置いてなくても、
この端末で検索すればOK。
版元在庫があれば取り寄せられます。
検索した結果をプリントアウトして
ハンディを返す時に一緒に渡します。

こちらの書店は 1階から6階までの
6フロアからなっています。
7階には劇場も。広いな～。

午後 6時 40分、全員の選書が終わりました　
終わったらハンディをカウンターへ返却し、
書店員さんにデータを抽出してもらいます。
その間、アンケートに回答して、順次解散です。
最初から目星をつけていたのか、開始から 30 分ほどで
選書を終えた方もいました。

今回のツアーでの選書数は全部で 256 冊でした。
そのうち、すでに図書館に所蔵している本や重複
選書（別の参加者が同じ本を選書した場合）を除く、201 冊を購入しました。
参加して下さった学生の皆さん、本当にありがとうございました。

さて、選書ツアーはここで終わりではありません。ここからがクライマックス！
続々と納品される本を、図書館スタッフがデータを登録し、装備していきます。

検本して蔵書印を押したり

分野別に並べることが
できるよう分類番号を付けたり

ラベルを貼ったり
本全体を覆うラッピングをしたり

貸出可能となった後、まず、選書してくれた参加者に優先的に貸出を行います。
そして、それぞれ、おすすめ本の POP コメントを書いていただき、選書したすべての本とともに展示します。
これでいよいよお披露目となるのです。ここから、ツアー参加者以外にも貸出できるようになります。

少々、長ーいレポートになりましたが、少しは、学生選書ツアーの様子がわかっていただけたでしょうか？

次回は是非、皆さんも参加してみませんか？　お待ちしています！次回は是非、皆さんも参加してみませんか？　お待ちしています！

OPACで検索できるように、書名・著者名・出版社
などのデータを入力したり

完成！ようやく貸出可能に。
貸出ができるようになるまで、様々な過程を経ているのです。
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「学生選書ツアー報告」

　「図書館だより」今号の２、３面でご報告しました

「学生選書ツアー」で購入した本を、参加学生のおす

すめコメントとともにご紹介しています。様々なジャ

ンルから選ばれ、バラエティに富んだ結果となって

おります。

　この夏の読書にいかがでしょうか？貸出もできま

すので是非、手にとってご覧下さい。

　　　　　　　　　

　展示期間：２０１３年７月２５日（木）～

　　　　　　　　　　　　　　　９月３０日（月）

　場　　所：図書館１階展示コーナー

　　　　　　　　　　　　　　　

ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

　　 【図書の特別長期貸出について】

　　　　夏季休業中は以下の通り、特別長期貸出を実施いたします。

　　　　　■実施期間：２０１３年７月２９日 (月 )～９月１０日 (火 )

　　　　　■返却期限：２０１３年９月２５日 (水 )

     【開館スケジュール】　
　　　　

＊変更される場合があります。ＨＰや掲示をご確認ください。

展示のお知らせ　　

夏季休業中の図書館利用について　　

「絵本ミニ展示」

　１階絵本コーナーで、季節に応じたテーマの絵本

を集めて展示をしております。本学には沢山の絵本

がありますが、普段は本棚の中で窮屈に背表紙だけ

しか見せていません。ミニ展示をきっかけに、新た

な絵本に出会えってもらえるとうれしく思います。

　テーマが変わるとホームページでも紹介してます

ので、是非チェックしてみて下さい。

　７月、８月のテーマは…

「こわい」はキライ？「こわい」は楽しい？

夏をひんやり「おばけ」の絵本
　　　　　　　　　　　　　　　

資料のリクエストを受け付けています　　

　授業の予習･復習やレポートの作成のときに使いたい資料がなくて困ったことはありませんか？または、

新聞や雑誌で見かけた読んでみたい本はありませんか？ そんなときは、リクエストをご利用下さい。　

　リクエスト方法は、以下のように２通りあります。詳しくは、図書館入口正面のインフォメーションを

ご覧下さい。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

　　 １．図書館ホームページの「資料のリクエスト」から申し込みをする。

　　 ２．「リクエストカード」に記入して、図書館入口正面に置いてあるリクエストポストに投函する。
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