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図書館だより
図書館 Q＆A
あなたの疑問に図書館の司書さんがお答えします。

Q：DVD を家に持って帰って観たいのですが、貸出はできないのですか？
A：貸出できるものがあります！
図書館で貸出するには、著作権所有者（制作者側）の許諾が必要です（著作権法第 38 条 5
項）。この著作権に関する処理がされている一部の DVD やビデオには「著作権処理済」
「貸出可」と書かれたシールが貼ってあり、貸出ができます。これは、権利者側と日本図
書館協会などが協議して決めた補償金額を上乗せして販売されているものですので、一般
の市場品に比べて大変高額です。貸出の際も、十分注意して取り扱ってくださいね。

図書館だよりは、毎回
ちょっと新しいニュー
スをお伝えするととも
に、お薦め図書や耳よ
りな図書館利用方法な
どを紹介します。

Q：もっと小説を読みたいのですけど、図書館にはないのでしょうか？
A：リクエストできます！
実は広尾館だけでも、海外文学やエッセイ・詩も含めると「文学」のジャン
ルで 4000 冊以上あるのですが･･･。看護・医学・心理学・哲学などを中心
とした専門図書館で、予算や書架のスペースに限りがあるため、公共図書館
のように新刊の小説をどんどん購入することは難しいのですが、リクエスト
にお応えしています。国家試験用問題集やコミックなどは購入対象外です
が、大学図書館にふさわしいものであれば検討します。どうぞ、カウンター
で「リクエスト希望」とおっしゃってください。

第３号は、図書館を利
用する皆さんに向けて
日本赤十字看護大学同
窓会よりご支援いただ
いていることを特集し
ます。

A：２階・３階ラウンジの本を利用できます！

皆さま、図書館へぜひ
足を運んでください
ね。

ちなみに、小説などの文庫本・単行本は、２階と３階のラウンジにある書棚
にたくさん置いてありますよ（武井先生より提供）。自由に手にとって持っ
て帰っても構いませんが、ちゃんと戻してくださいね。

同窓会からの贈りもの
みなさん、本学の図書に関して同窓会より多大な支援
を受けていることをご存知でしょうか？
日本赤十字社の看護師教育は、遡ること 125 年の歴
史があります。その古い歴史のある日本赤十字看護大
学同窓会が、在学生や卒業生たちの勉学を支えたいと
いう願いから、毎年、図書館の蔵書を増やせるように
数十万円の寄付をしてくださっています。図書館はそ
の寄付金を基に書籍を購入してきました。
図書館のグループ学習室の手前に、「同窓会寄付金に
よる購入図書」という書棚があります。
現在、130 冊を超える図書が収められ、写真や絵画などでみる数多くの歴史写
真集や、珍しい事典、個人では恐らく絶対に手に入れることがない貴重な書籍な
どが収められています。
例えば、本学図書館にある書籍の中で、最大の大きさを誇り最も重い?!「赤の
本」というものがあります。赤い布で装丁され、見るからに「赤の本」。世界的
に有名な学者ユングが書いたというだけあって、見た目以上に内容にも重みがあ
ります。博物館なみの本ですので、それを見ないで卒業はできません。
同窓会からの贈りもの、是非、手にとってご覧ください。
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武蔵野館：平日開館
開館時間の詳細は HP を参照
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図書館からのお知らせ

新着図書情報

■１階にある図書館の掲示版をより見やすくなるよう、正面入口の一番手
前に移動しました。
■TBC（図書館ビューティークラブ）によるアンケートにご協力いただき
ありがとうございました。結果を近日公表します。
■日本赤十字看護大学図書館 Facebook に是非アクセスを！
■TBC メンバーを随時募集中です。ご連絡先 yatsu@redcross.ac.jp

～10 月の棚より～

今月はなんだかたくさんあります。
フィジカルアセスメント系の本、
アロマ関連の本等々。
気になるタイトルの本も。
「江戸の化物」、
「名画に見る男のファッション」
読書の秋ですね～。
読まれた方、感想をお待ちしております。
☆さて、皆さん！☆
図書館の本は、購入リクエストができると
いうこと、ご存じでしたか？
司書さんからリクエスト用紙をもらい、記
入してご提出ください。審査を通ると新着
図書として置かれるかもしれませんよ。

コラム 私と図書館
お気に入りの景色
私は学部生の頃から図書館の本棚の奥にある自習スペースが好きでした。図書館の
木のぬくもりを感じながら、目の前にはお日様や緑の木々、医療センターの建物とい
う風景に、私にとって落ち着く空間を見つけました。図書館で勉強をすると決めた日
は早めに学校に行き、お気に入りの場所を確保して落ち着きながら（時には落ち着き
すぎて夢の世界へ行ってしまうこともありますが･･･）、図書館で山積みになった課題
と戦っています。（修士１年）

私は図書館から見える景色がお気に入りです。窓際の
席で、そこから見える緑を見ながら本を読むと、良い気
分転換になります。（修士２年）
私は、いろんな課題をこなさないといけない中、集中
力が切れて焦ってしまった時に図書館に行きます。本棚
の奥にある窓際の席に座って外を眺めていると、とって
も落ち着くのです。学校にこもって勉強していた時は、
あそこの席に座って外の天気とか季節を感じながら、自
分の課題と向き合っていました。私だけの懐かしい思い
出です。（修士２年）

Saito
興味ある本に出会う
置いてある書籍が豊富で、授業や研究
で必要な資料は図書館で手に入ることが
多くあります。また、看護学以外の書籍
も多くあるため、興味のある書籍が見つ
かることもあります。そのため、資料探
しや勉強といった目的以外でも、図書館
に行き、自分の興味のある書籍を手にと
ってみて読んでみると、気分転換になっ
たり、自分の世界が広がることにつなが
ると思います。（修士２年）

同窓会寄付金による図書の紹介
同窓会寄付金による購入図書は他にどのようなものがあ
るか、ちょっとご紹介しましょう。
■「世界の夢の図書館」
世界中のなんとも豪華絢爛な図書館の写真に、ホォー！
と驚きを隠せません。必見です。
荘厳な図書館なのに夜は晩餐会の会場に変貌するもの、
以前は王室の図書館だったもの、天井にフラスコ画が描
かれているもの、「美女と野獣」に出てくるような天井
まで続く書棚があるもの、中性ヨーロッパのバロック様
式で床が大理石なもの、地上 10 階までエスカレーター
で行く近代的なもの、などなど。とにかく見応えがあり
ます！
■クリストファー・ロイド著「137 億年の物語」
テレビ東京で毎週（日）に放映されていました。
■「世界の民族衣装の事典」
世界のどこに住んでいても、その地域の伝統的な衣装が
あるということを実感させられます。

イラスト

突撃インタビュー！
ある夕方の図書館
★新聞が置かれているスペースの机で、何やら沢山の写真をペタペ
タ貼ってコラージュ作りに勤しむ学生を発見！
先輩が図書館で勉強したいと言うので、じゃあ私は一緒にここで、
と作業をすることにしたのだそうです。

（目的は違えども、仲間と一緒に過ごせる場所なんですね）
★実習記録を一生懸命に書いている学生を発見！
明日、ケース発表があるので記録を書き上げているのだそうです。
家だと、テレビ、ベッド、布団という「誘惑」があるらしく、そう
いう誘惑がない図書館で勉強しているのだとか。
ここでやって、帰って、すぐ寝る！ために。

Aya Shiraki

（図書館は、実習中の学生にはもってこいですね！）
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