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難解な本を蘇らせる
附属図書館長

浅

井

学

世の中には難解な本が沢山有ります。私にとっては哲学書などがその中の代表格です。例えば、
20世紀ドイツの哲学者ハイデッカーの有名な著作『存在と時間』。「現存在」とか「頽落」とか
「被投性」とか言われても、なんのことやらちんぷんかんぷんです。これが理系の専門書になる
と、もう専門用語は文字にするより「＊？！」とか「＄＃？？」と記号で表したほうが読んだ時
の実感をよく表しているような気がします。何しろ私は文学を専攻している文系人間ですから。
しかし、文学の中にも難解な本は沢山あります。例えばジェイムズ・ジョイスが書いた『ユリ
シーズ』（1922）という本。これがまた難しい小説なんです。話が一旦脇にそれますが、皆さん
『スター・トレック』という TV シリーズをご存知でしょうか。エンタープライズ号という巨大
宇宙船に乗って個性的な乗組員達が深宇宙を探検する、時々哲学的・思索的な冒険大活劇 SF シ
リーズですね。これの第２シリーズのあるエピソードで、船長のピカードが休暇を取るのですが、
その時に「軽い読み物」として持っていくのが『ユリシーズ』のハードカバー本です。24世紀と
いう時代設定で、まだ冊子体の本が存在しているのか、という突っ込みもできますが（いや、む
しろ残っていて欲しいですけれど）、本当の突っ込みどころは『ユリシーズ』が「軽い読み物」
か、という点です。英米の読書界では『ユリシーズ』は難解な小説の代名詞になっているからです。
さて、その『ユリシーズ』の中で、一章を割いて図書館の場面が描かれます。その中で若い22
歳の副主人公スティーブンが、周りにある本に思いを巡らし、こんな印象的なことを心の中で考
えます。「ぼくのまわりには棺に納めた思索がある。ミイラのケースに、言葉の香油にひたされ
て」（丸谷才一他訳）。『ユリシーズ』を読めば分かりますが、文学青年のスティーブンは今人生
の挫折を味わっていて、心がささくれ立っています。そのためにこのような辛辣な言い方をする
のですが、なるほどと思うところもあります。そう、本は読まれなければ死者も同然なのです。
その死者に生命を吹き込み生き返らせるのが読書という行為です。
本学の図書館は小なりといえども、それなりに沢山の本があります。気楽に読める本も有りま
すし、大学の図書館ですから上で述べたような難解で学術的な本も数多くあります。でも、その
どちらもが皆さんに読んでもらわなければ死んでいるのも同然です。干からびたミイラです。ど
うぞ足繁く図書館に立ち寄って、本を借り、本を読み、本に命を吹き込んでやってください。特
に若いうちは、蘇らせるのが難しい難解な本にも是非挑戦してみてください。私も暇ができたら
『存在と時間』を蘇らすのに再挑戦してみたいと思う今日この頃です。

（あさいまなぶ：文学部教授）
御紹介の『存在と時間 上・中・下』（岩波文庫）ハイデガー著，桑木務訳 岩波書店（請求番号134.96‖Ｈ‖
１ 〜 ３） 山 本 文 庫（ 東 書 庫 Ⅱ ）『 ユ リ シ ー ズ １ 〜 ３』 ジ ェ イ ム ズ・ ジ ョ イ ス 著； 丸 谷 才 一 他 訳 集 英
社 1996‒1997（請求番号933.7‖Ｊ‖１〜３）は，２階閲覧室入口に配架していますので御活用ください。
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司法への市民参加について考えよう
図書館運営委員

竹

部

晴

美

私は小さいころ「七人の女弁護士」という

刑事事件において、職業裁判官３人と裁判員

ドラマをとても気に入って、毎週テレビにか

となる市民６人が一緒に事実認定をし、判決

じりついて観ていた。女性ばかりの法律事務

を下すという制度である。重罪事件でしか裁

所で、颯爽と法廷に向かう主人公の姿に随分

判員裁判を行わないし、制度の運用にはいろ

憧れた。それから法学部への進学を夢見て過

いろな制約があるが、いまや裁判員制度は定

ごしてきたわけだが、ある日その初々しい気

着しつつあると言われている。日本では刑事

持ちがなえる事件が起こった。

裁判員制度はあるが、いまだ民事事件につい

私の実家は国道171号線にある比較的駅か

ては民意を反映する制度が確立していない。

ら近い繁華街にあった。うなぎの寝床のよう

一方アメリカでは、民意を司法に反映させる

な細長い家で隣家との距離が近いため土地の

ためによく知られた陪審制度がある。この制

境界争いに巻き込まれてしまった。子どもな

度は刑事だけでなく民事事件でも用いられて

りに裁判って長いなーという印象を持ってい

おり、12人の市民が陪審員として裁判に参加

たが結局解決まで約７年という歳月がかかり、

し、事実認定だけを行う。

その結果、問題になっている土地を真ん中で

今回は、この陪審制度に関する書籍を紹介

半分に分けるという結果になったのである。

したいと思う。

子供だった私は、「こんなに長くかかって

実は日本には昔、この陪審制度が存在した。

結局半分に分けるなら初めから話し合いで半

しかし1943年（昭和18年）４月１日以降「陪

分にしたらいいのに」、「裁判って意味がない

審法ノ停止ニ関スル法律」（昭和18年法律第

な」と思ったのをよく覚えている。大変不満

88号）により、その施行が停止された。同法

の残る結果だった。もし私が裁判官だったら

の附則３項には「陪審法ハ今次ノ戦争終了後

……と考えると、同じ結果にしただろうか、

再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令

裁判官に市民感覚はあるのだろうかなどと

ヲ以テ之ヲ定ム」との規定があるが、1945年

色々と考え、法律なんて意味がないんじゃな

に戦争が終わっても再開されないまま、今日

いかという気持ちを抱えていた。のちに大学

に至っている。したがって日本で司法への市

生になり、いまの法曹三者だけの裁判に市民

民参加が取り沙汰されたころ、裁判員制度で

の感覚を取り入れるともっと改善されるとこ

はなく陪審制度導入に向けて進んでいた。

ろもあるのではと考えるようになった。

（結局アメリカの陪審制度とドイツを筆頭と
してヨーロッパでよくみられる参審制度を

『民意を司法に取り入れる』という大きな

ミックスした裁判員制度に落ち着いた。）こ

目標をかかげ、2009年５月21日から日本では

のような事情を鑑みても、陪審制度が日本に

裁判員制度の導入が始まった。裁判員制度は、

は存在しない他国の制度と一概には言えない
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ということがわかる。

この書物によって、陪審制度は、裁判官に

日本で、アメリカの陪審制度を詳細に紹介

代わって事実認定をするよりよい（better）

し、日本で陪審制度の導入を主唱してきたの

な法制度という従来の位置づけから、民主的

は、関西学院大学の丸田隆先生である。先生

政治制度にとって不可欠の制度であるという

は、アメリカのロースクール留学後、『アメ

主張がなされたのである。であるからこそ、

リカ陪審制度研究』、『アメリカ民事陪審制

この書物は、陪審制度など日本には無縁だと

度』、『陪審制度を考える』、『日本に陪審制度

考えられていた日本の学界や実務界に大きな

は導入できるのか』などの書物を次々と刊行

インパクトを与えた。

し、現在の日本の刑事裁判員制度につながる

いま、裁判員制度が実施されているが、そ

市民の司法参加の堅い扉を開けることに大き

の導入にこの書物の果たした役割は大きいも

な貢献を果たした。（本人は、それが陪審制

のがあったと思う。学者が一つの問題意識を

度でなかったことを残念がっているが。）

もって、謎解きのようにその根源に迫るこの

なかでも1988年に刊行された『アメリカ陪

書物は、いまもより良い司法制度を求めて発

審制度研究 ― ジュリー・ナリフィケーショ

言し、論稿を発表している著者の姿を見ると

ンを中心に ―』（法律文化社）は、１年間の

きにその原点となったのだなあと、思わせる

ハーバード・ロースクールの滞在中にアメリ

ものである。このような、日本の学界に寄与

カ建国期の陪審制度と陪審員の陪審権限をめ

する名高い書物が京都の出版社から出された

ぐる資料を丹念に分析し、立法、司法、行政

ことは、これまた出版社に先見の明があった

の３権に加えて陪審制度を第４の権力と位置

ということができるであろう。

付けて、民主制度における陪審制度の重要性
を歴史的、法理論的に解明した。ジュリー・

 （たけべ

はるみ：公共政策学部

准教授）

ナリフィケーション（jury nullification）と
は、陪審による法の無視を指す。陪審は、裁
判で示された証拠に基づいて事実認定をし、
有罪か無罪かを決定し（事実認定）、裁判官
の与える法を適用するように求められるが、
この法が過酷で正義に反していると思われる
場合、あるいは被告人が十分に罰を受けたと
思われる場合に陪審が裁判官の与える法を無
視して、無罪にする権限のことを言う。いわ
ば、国民の代表者（議員）が作った法を機械
的に適用するのではなく、国民自らが法の適
用の段階で最後の拒否権を行使するというも

アメリカ陪審制度研究

のである。そういう意味で、陪審は第４の権

―

力といわれる。

ジュリー・ナリフィケーションを中心に ―

丸田 隆 著
法律文化社（1988）

御紹介の『アメリカ陪審制度研究 ― ジュリー・ナリフィケーションを中心に ―』丸田隆著 法律文化社 1988.
６刊（請求番号327.953‖Ｍ）『アメリカ民事陪審制度』丸田隆著 弘文堂 1997.３刊（請求番号327.953‖Ｍ）は、
２階閲覧室入口に配架していますので御活用ください。
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テニスコートの南側、煉瓦
色のタイルの３階建ての建物
です。
入り口は、北側と南側の２
か所。
１階ホールの中央付近の階
段で２階の閲覧室へどうぞ。
ここで本の貸出・返却、資
料の調べ方の相談、他大学への閲覧、取寄
せの申込等を受付けています。
３階（利用は学内者のみ）には自習室や勉
強会等に利用できる部屋があります。

バッグはロッカー室のロッカーに入
れてください。閲覧室に持って入るこ
とはできません。
勉強するために必要な筆記用具、
貴重品等のみを持ち、勉強に使う自分の本には、カウン
ター上の持込冊数に応じたNo. の札を挟んでください。
これは図書館の本と区別するために必要です。
また、館内で飲食はご遠慮ください。
資料の汚損や虫の発生を防止するた
め、ご理解とご協力をお願いします。

カウンター前の新着図書
コーナーの一角では、手
にとって欲しい本をテー
マを決めて紹介していま
す。

図書館HP

OPAC 検索結果

府大・医大両館とも所蔵している。府大所蔵分は貸出中で返却予定日は2015/02/17

状況
1

既に予約者が1人いる。
クリックするとマイライブラ
リから予約ができる。
（自館資料に限定）

貸出中（返却予定日2015/02/17

本は、図書館HPの本学蔵書検索（OPAC）に
キーワ-ﾄﾞを入れて検索します。「OPAC」とは、Online
Public Access Catalogの略。インターネットにつなが
っていればどこからでも調べることができます。スマホ
等からもＯＫです。
OPACは、本学所蔵資料以外にも、京都府立総合資
料館、京都府立医科大学附属図書館の資料を同時に
調べることができます（詳細は本誌P.6参照）。
検索結果の画面で、「所在」と「請求記号」（本の背表紙に貼ってあるラベ
ル）、状況（空白は配架中。貸出中は返却予定日あり）を確認してください。
府大図書館内の所在は、書架横等に表示しています。
探している本が見つかったら、学生証と一緒にカウンターへ提出してくださ
い。
なお、検索では研究室所蔵の本もヒットしますが、利用については各研究
室へおたずねください。
本学以外の資料は、各館でご利用ください。総合資料館の資料は貸出して
いません。府立医大図書館の資料の貸出は、「資料が見つからない？？？」
の項を参照してください。
本学の資料の返却は、開館している時は図書館２階カウンターへお願いし
ます。閉まっている時は、図書館西側（喫煙コーナー付近）の返却ポストに入
れてください。
返却期限の過ぎた本がある利用者へは新たな貸出ができませんので、ご注
意ください。

■貸出冊数■
・１～３回生・研究生等
２週間６冊
２週間６冊＋１か月６冊
・４回生、大学院生
※夏休み・春休みは貸出冊数が増えます！
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カウンターで相談してください。

図書館HPのマイライブラリは、便利な機能満載!
◆貸出中の本に、予約がかけられる。
◆借りている本のタイトルや返却期限がわかる。
◆返却期限の延長
(但し、その本に予約がなく、返却期限内１回のみ。)
◆学内にない図書や論文の取寄せの依頼ができる
（複写料、送料等の実費が必要です）。

人の目を変えると見つかることもあります。「見つからない
のですが...」と遠慮なく職員に声をかけてください。
ひょっとしたら、ちょっとした検索のコツを職員から聞いた
ら見つかるかもしれません。
また、OPACや契約の電子ジャーナル等では見つけられ
なかった資料も、色々な方法で入手することができます。

「図書館Webサービス申請書」（新入生の図書館からのお知
らせの封筒にあり）に自分で決めたパスワードを記入し、学生
証と一緒にカウンターへ提出してください。
このパスワードは図書館専用です。
利用者IDは、学籍番号です。
在学生の申請も歓迎です。申込書はカウンターでお渡しします。

◆協定校である京都府立医科大学、京都工芸繊維大学、
京都外国語大学の図書館を利用する。
（貸出可。別途各図書館の利用者登録が必要）
◆協定校以外の大学図書館を利用する。
（事前に本学図書館を通じて照会が必要）
◆本や論文を他館から取寄せる（費用は実費）
◆公共図書館を利用する。
◆学生希望図書としてリクエストする。

図書館で勉強できる場所は、3階にもあります。
◆自習室 手続き不要。バッグも持込OK。

大丈夫です！いろいろ方法あります！

下記の部屋は事前にカウンターで申込書を記入
してください。
※利用当日の申込OK。
貸出用のプロジェクタもあります。
◆共同研究室（２室）… 15人程度の勉強会
◆個室(４室) ……１人で集中して勉強。

◆利用ガイダンスに参加する。
図書館の使い方や資料の検索のコツをつかめば、
学生生活が快適になります。
※本誌最終ページを参照してください。
館内掲示やHPでもお知らせします。
◆空き時間に館内を散策する。
ステキな出会いがあるかも？！
カウンターや利用者用PC周辺の「利用ガイド」
等のプリントも活用してください。
◆図書館報『なからぎ』のバックナンバーを読む。
バックナンバーは、図書館HPから読めます。
図書館のトピックスや便利な使い方はもちろん、
先生方の本にまつわるエッセイや学生さんの声
も掲載しています。
◆カウンターで聞く。
わからない時は、遠慮なく、カウンターの職員に
声をかけてください。
全体ガイダンスでお渡しした図書館からの封筒
の中の『利用案内』やプリントも参照してくださいね。

電子ジャーナルは、学術雑誌が電子化されたもの
です。データベースは、雑誌論文や新聞記事等の各
種データをまとめて検索できるツールで、用途に応じ
て様々なものがあります。
契約タイトル等は、図書館HPの【電子ジャーナル/
データベース/電子ブック】のページをご覧ください。
OPACからタイトルを検索することもできます（一部検
索できないものもあり）。
４月からＳＦＸ（リンクリゾルバ）という様々なデータ
ベースを相互にリンクさせ、文献入手がスムーズに入
手できるよう支援するシステムの利用を開始しました。
OPACの検索結果から論文公開情報へ、論文データ
ベースから、全文情報はもちろん図書館の所蔵情報
へ簡単にアクセスすることができます。
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３月後半は全ての業務が停止し、たいへんご迷惑をおかけしました。
その間に図書館システムの更新を行い、京都府立総合資料館と京
都府立医科大学附属図書館との３館合同システムになりました。
資料の検索の画面は下記のとおり新しくなり、他の2館の資料も検
索できるようになりました。

資料の検索の画面が
新しく な りました！

本学の所蔵資料を調べる時は、チェックを入れてくださ
い。
所蔵館にチェックを入れずに検索すると、他の2館も含
めた3館の検索結果が表示されます。

簡易検索画面

詳細検索画面

検索する時に所蔵館にチェックを入
れずに調べると、府大・医大のどちら
にも所蔵がある資料は、下記のように
表示されます。検索結果を見る時は、
今まで以上に【所在】の欄に注意をし
てください。
所在が医大の資料の利用をしたい時
は、医大へ行ってください。協定校な
ので、利用カードを作ることができ、
図書館にある図書は貸出可能です。申

プルダウンメニューからこれを選ぶ
と府大の図書館にある資料のみを
調べることができます。

請は、学生証（身分証）を持って医大
でお願いします。発行までに１～２週

全て
総合資料館
府大図書館
医大図書館
医大教養
府大すべて
府大：博士論文
府大：修士論文
府大：修士論文
府大：しごと・資格
府大：調べ方・論文作成

間かかりますので、事前に発行手続き
されることをお勧めします。
なお、検索結果でヒットした資料館
の資料は、貸出できませんのでご注意
ください。利用は館内閲覧と著作権法
の範囲内のコピーのみです。

府大・医大両館とも所蔵している。府大所蔵分は貸出中で返却予定日は 2015/02/17

状況

1

貸出中（返却予定日2015/02/17

既に予約者が1人いる。
クリックするとマイライブラ
リから予約ができる。
（自館資料に限定）
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図書館の使い方


文学研究科博士前期課程史学専攻（2015年３月修了）

杉

谷

直

哉

新入生の皆様ご入学おめでとうございま

てもいいから読んでみるのです。その中に

す。大学には図書館があります。これまで

自分の将来の卒論や就職に繋がるヒントが

の学校とは違い、図書館があるということ

あるかもしれません。

は蔵書の規模が大きく違うということにな

ここで本を読むポイントを一つお教えし

ります。最近大学生は新書すら読まない、

ましょう。それは、本の文中や末尾に取り

などと言われるようになりました。確かに

上げられている参考文献をチェックするの

一冊も本を読まずに大学を卒業する人すら

です。記述の中でもっと知りたい、どうい

珍しくなくなってしまいました。しかしな

うことだろうと疑問に残ったことがあった

がら、それはとても勿体ないことなのです。

ら、それに関連する参考文献を借りて読む

大学を卒業した人は口々に本を読む機会が

のです。そうして読書の輪を広げていくの

ないと言います。つまり、まとまって本を

です。これは卒論を書くときにも重要なノ

読める最後の時間が大学生という期間にな

ウハウになります。ぜひお試しください。

るかもしれないのです。それでもいい、と

最後に知って得する図書館の使い方をお

いう方もおられるかもしれません。しかし

教えしましょう。図書館は確かに多くの本

大学生というのは社会人になる為の最後の

がありますが、残念ながら全ての本が置い

教育を受ける期間でもあります。その期間

てある訳ではありません。しかし、読みた

で少しでも教養を深め、社会に出てからも

いと思った本が無い場合でも、図書館にあ

常に社会に関心を持って生きていくことが

るリクエスト用紙に本を書いて提出すれば、

できれば、巡り巡ってそれは人生にきっと

図書館は本を入れてくれます。これ、何気

プラスになることでしょう。今こそこれか

にすごいことなのです。普通の市立図書館

らの為の種まきをしてみませんか。本を読

などではリクエストに応じることはなかな

むというのは未来の自分への出資でもある

かありません。少しでも興味のある本や気

のです。

になる本があって、少し値段が高いなら、

大学図書館には毎年大量の本が入ってき
ます。一年に出版される本の数は2008年時

まずはリクエストをして読んでみることを
お勧めします。

点で76,322点です（日本著者促進センター

図書館はどんな大学生にも開かれた貴重

調査）。勿論大学図書館が全ての本を入れ

な知的施設であり、皆様の勉強を支える準

る訳ではありませんが、それでも大量の本

備を常に行っています。特に何かを借りた

が入ってきています。何から読めばいいか

い訳ではないけれど、ちょっと覗いてみる

わからない、という人もいるでしょう。ま

かという軽い気持ちでも大丈夫です。思い

ずは新刊コーナーを覗いてみるのです。す

もしない出会いがそこにあるかもしれませ

ると、そこには何十冊もの本があります。

ん。皆様の大学生活が、図書館によって少

そこから少しでも興味がある本をまずは手

しでも豊かになることを祈念いたします。

に取って下さい。そして全て理解できなく
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図書館オリエンテーションのお知らせ

カ レ ン ダ ー

開館時間

9：00〜
21：00

9：00〜
17：00

休館

土日祝

☆閉館時の図書の返却は、
図書館西側
（喫煙コーナー付近）
の返却ポストをご利用ください。

2015年４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
★4/1（水）～ 図書館開館
★～4/6（月） 春季休業のため17：00閉館
★4/7（火）
春休み長期貸出返却日

2015年５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

2015年６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
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