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図 書 館 
だ 

よ り 

What exactly is a library?  The word itself originates from the Latin “librarium” from “librarius” from “liber”, 

referring respectively to “bookcase”, “concerning books” and “paper”.  Whilst some see it as a place to obtain 

information from books, journals, newspapers and other audio visual and electronic resources, others see it as a 

place of solitude, simply to relax, contemplate or perhaps get together with others to work on projects as a group. 

Whether run by universities, institutions, governments or in some cases, individuals, libraries are generally seen 

as a place where extensive materials are available as well as where the assistance of professionals is at hand to 

take advantage of in search of locating the information one requires. 

Recently, few would disagree that libraries have changed to keep up with technology. Some in fact speculate 

whether libraries will indeed have a place in the future and whether they are able to keep evolving to keep pace 

with what patrons need.  With the blistering pace of technology and the digital age well and truly with us, the 

traditional role of the library may undoubtedly struggle to lure us with books alone, many of which are 

increasingly available online, able to be read on computer tablets and the like. 

In fact, it has only been a somewhat recent development over the last few decades that libraries have consequently 

needed to redefine themselves to provide information electronically. Libraries of an academic nature in particular 

have arguably succumbed to this trend more so than other institutional facilities, in order to provide accessibility 

to researchers and students alike.  Moreover, regardless of the decline in the paper medium, many librarians 

argue that libraries continue to play a vital role in the development of an information-literate society. It is true 

that the traditional library is declining and some libraries are transforming to become centres that provide 

information and ideas that are fundamental to functioning successfully in today’s information and 

knowledge-based society. In fact, it is interesting to note that some librarians are now referred to as database 

managers, web masters, information architects, web librarians, cataloguers, or library media specialists. 

Today, libraries promote the free flow of information and ideas through open access to recorded knowledge, 

information, and creative works, connection of people to ideas, and a commitment to literacy.  This

information literacy and learning, and a respect for the diversity and individuality of all people is seen as 

central to libraries, as is the preservation of the human records and excellence in professional service to the 

communities they serve. 

Finally, the joy of quietly reading a book in its physical form is still attractive to many.  Furthermore, recent 

media has brought to light some of the cons of online reading such as the ever-present temptation of other online 

applications and email, competing with our attention over online books and other reading material. 

It should also be noted that in spite of the convenience for researchers and students of locating 

potentially sound information on the net, it is difficult to compete with the depth of information 

available in other sources available at libraries, especially books and other reference material. 

Whatever the reason to step in to a library, we should be grateful for the wealth of knowledge 

available to us and the joy that reading brings.

The Library                     外国語学部英米学科 ブレット・カミング（Brett Cumming）
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■図書館のホームページ http://www.aichi-pu.ac.jp/library/ 

  図書館のホームページのコンテンツをご紹介します。ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

★マイライブラリ★ 

現在借りている図書や返却

期日の確認、貸出中の本の

予約などができます。 

ID・パスワードはユニパと同じ

です。 

★学内データベース★ 

学内で利用できる契約デー

タベースへのリンクです。 

★OPAC（蔵書検索）★ 

図書館の所蔵資料（図書・雑

誌など）が調べられます。 

★貴重書コレクション★ 

図書館が所蔵している貴重書が

デジタル画像で見られます。 

★今月の 5 冊★ 

図書館がオススメする今

月の５冊を紹介します。 

★共同図書環（Tosho Ring）★

共同図書環のホームページにリン

クしています。共同図書環を利用

するにはカウンターで登録が必要

です。 

携帯のページ 

 

★電子ジャーナリスト★ 

学内等で利用できる電子ジャ

ーナルが調べられます。 

★データベースリスト★ 

データベースの紹介ページです。 
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■貴重書をインターネットで見られます 

「愛知県立大学図書館 貴重書コレクション」 
 

図書館では平成 21 年度より、本学所蔵の貴重書をデジタル化し Web に公開する作

業を進めています。（平成 21・22・23 年度理事長特別教育・研究費事業） 

この春に、学術的価値が高いことで知られる古俳書コレ

クションに新たな資料が追加されました。 

書誌作成には本学「稀書の会」に多大なご協力をいただ

き、詳細な書誌情報と画像情報を合わせ公開しています。

図書館ホームページからご覧いただけます。豊穣な和本

の世界をお楽しみください。 
 

■新入生歓迎企画「図書館今月の５冊 総集編」を開催中です 

日時  4 月 4 日（水）～5 月 18 日（金） 

会場  図書館 1 階フロア 
 

図書館では、おすすめの図書を「今月の５

冊」として紹介しています。今回、昨年度紹

介してきた約 60 冊をあらためて展示・貸出し

ます。新しい季節に、新しい本との出会いを

してみませんか。 
 

■共同図書環企画「図書交流会(BOOK PARTY)総集編」を開催中です 

日時  4 月 4 日（水）～5 月 18 日（金） 

会場  共同図書環コーナー 
 

共同図書環（Tosho Ring）では、近隣 5 大

学の学生が「おススメの１冊」を持ち寄り話し

合い、紹介し合う「図書交流会(BOOK 

PARTY)」を開催しています。今回、平成 23 年

度に行われた図書交流会で紹介された本と

その関連図書を展示しています。この機会に

ぜひ共同図書環にご登録ください。 
 

古俳書『瓜名月』より 
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寄贈いただきました、先生方の本を紹介します 

中根千絵編 小谷成子、久富木原玲、宮崎真素美、山口俊雄ほか著 

『いくさの物語と諧謔の文学史』 三弥井書店 2010 [受入中] 

與那覇潤著『中国化する日本:日中「文明の衝突」一千年史』 

文藝春秋 2011 [210.182/Y82] 

杉山三郎著 『ロマンに生きてもいいじゃないか:メキシコ古代文明に魅せられて』 

風媒社 2012 [受入中] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開館カレンダー 

 

 

 

 

 

□ 9:00～21:20   ■ 9:00～17:00  ■ 休館 

愛知県立大学 学術情報センター 長久手キャンパス図書館 

E-mail etsuran@lib.aichi-pu.ac.jp 

http://www.aichi-pu.ac.jp/library/ 

「図書館オリエンテーション」参加受付中です！ 

学生の方を対象に、図書館の使い方を詳しく説明します。 

 

【内容】 図書館案内 + 資料の探し方（計 60 分） 

【定員】 各回 20 名（先着順） 

【申込み方法】 図書館カウンター・電子メール 

   （宛先）etsuran@lib.aichi-pu.ac.jp 

   （件名）図書館オリ 

   （本文）所属学科（専攻）、学年、氏名、希望日時をご記入ください 

【日程】 4 月 17 日（火） ～5 月 23 日（水） 全 10 回 

ほかクラス・ゼミ単位でのお申し込みも随時受付 
 

＊詳しい日程は図書館カウンターまたはホームページをご覧ください。 

5 月から「レポートの達人」「データベースの達人」

を開催予定。乞う御期待！ 


