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読書ナビ 第27回 「地球にやさしい」とは　理学部教授・山本博聖

文系諸君も含めた学生を対象に「宇宙の科学1」を講義してい
る。地球の大気を講義の中心に据え、地球環境について日常的に
意識する習慣を身につけてもらえればと期待を込めて取り組んで
いる。毎回講義に即したコメントや疑問を提出してもらっている
が、僕にとってとても気になるフレーズをしばしば眼にする。そ
れが「地球にやさしい」である。今では世の中においてもよく用
いられる表現である。
地球大気が危ういものであり人の日常的な行為によって壊され

人類に極めて重大な影響がもたらされるとモリナとローランドが
警鐘を鳴らし、その後のオゾンホールの発見などでその指摘の正
しさが示され、生命体にとって危険な太陽紫外線とそれを防ぐ大
気オゾンの重要な役割が広く認識されることとなった。最近では
化石燃料の使用増大に伴う二酸化炭素排出増が招くと危惧される
地球温暖化問題も登場し、地球大気の重要性の認識が定着しつつ
あると感じる。そこで「地球にやさしい」行為が人類にとって大
切な視点である、との訴えであろう。
地球は太陽系誕生とほぼ同時に生まれ現在46億歳である。あ

る時期には地球全体が氷で覆われ突然地球全体が数10度も気温
が上昇して氷づけから解放されるなどの極めて過酷な体験を幾度
も経てきている。酸素が含まれたこの大気も太陽系惑星ではこの
地球にしか存在しない。また海洋が存在する惑星も地球だけであ
る。その海で生まれ長い長い年月を経て生命は地上に進出し、今
では人類はこの地球をコントロールできるとまで思いこんでいる
ようである。46億歳の地球にとってここ数100万年で登場し、ま
だ1万年程度しか文明を維持できていない人類の存在など無に等
しい。今こそ私たちは母なる地球に住まわせてもらっているとの
考えをしっかりと持ち、私たちがあたかも主人であるかのような
「地球にやさしい」という表現はすぐに捨て去るべきである。

※上記の資料はすべて立教大学図書館で所蔵しています。

おしえてライブラリー 第6回

Q

Your Library 第６号（通号65）
連絡先 TEL 03-3985-2628

E-mail your_library@ml.rikkyo.ac.jp

今回は國學院大學を取り上げ、山手線沿線私立大学コンソー

シアムの利用の仕方をご紹介しました。國學院大學はじめ、

魅力的な図書館ばかりですので、積極的に利用してみてくだ

さい。いろいろな図書館を利用することで、新しい図書館の

利用の仕方が発見できることでしょう。
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『成層圏オゾン』（UP earth science；3）
（島崎達夫著　東京大学出版会；第2版、1989年）

『成層圏オゾンが生物を守る』（気象ブックス；009）
（関口理郎著　成山堂書店、2001年）

『太陽紫外線と健康：なぜ太陽紫外線は有害なのか?』（ポピ
ュラーサイエンス）
（菅原努，野津敬一共著　裳華房、1998年）

『進化する地球惑星システム／東京大学地球惑星システム科
学講座編』
（東京大学出版会、2004年）

『スノーボール・アース：生命大進化をもたらした全地球凍結』
（ガブリエル・ウォーカー著，渡会圭子訳 早川書房、2004年）

『凍った地球：スノーボールアースと生命進化の物語』（新潮
選書）
（田近英一著　新潮社、2009年）

『地球の恵みに感謝！！：素晴らしい地球のシステム』
（森永速男，片尾浩著　ふくろう出版、2008年）

『最新地球史がよくわかる本：「生命の星」誕生から未来まで』
（How-nual図解入門）
（川上紳一，東條文治著　秀和システム、2006年）

『生命の起源・地球が書いたシナリオ』
（中沢弘基著　新日本出版社、2006年）

『氷河期の「発見」：地球の歴史を解明した詩人・教師・政治家』
（エドマンド・ブレア・ボウルズ著，中村正明訳　扶桑社、
2006年）

『万物の尺度を求めて：メートル法を定めた子午線大計測』
（ケン・オールダー著，吉田三知世訳　早川書房、2006年）

図書館で映画を観ることができると聞いたのですが…？

池袋キャンパスは図書館本館隣の
7号館2階にあるメディアライブラリ
ーで、また新座キャンパスは新座図
書館内の視聴覚コーナーで観ること
ができます。アカデミー賞受賞作品
などの名作映画をはじめ、音楽CD、
語学などの学習用ビデオがそろって
おり、視聴用のブースも備えていま
す。図書館内で視聴ができるだけで
はなく、なかには館外貸出ができる
資料もあります。視聴覚資料のタイ
トルは、立教大学OPACで検索する
ことができます。
授業のあいまに図書館での映画鑑

賞でリフレッシュしてみてはいかが
でしょうか？

「図書館活用講座」のご案内
図書館では、みなさんの学習の一助となる講座（全3回
シリーズ）を開催中です。参加者は受講段階に応じて、図
書館オリジナルグッズがもらえたり、図書館本館書庫への
入庫や講習会室の利用ができるようになります。
「図書館活用講座」では、図書館での本や雑誌の探し方
から、レポートを作成する際の注意点までを全3回に分け、
情報収集のテクニックを段階的に学ぶことができます。

［講座の種類］
第一回　OPAC講習会（本の探し方）
第二回　雑誌記事論文検索講習会
第三回　新聞記事等データベース講習会，レポート・論

文作成，著作権理解

実　施：6月・7月（後期は10月・11月開催予定）

各講座の開催スケジュールは以下のカウンターでご確認
ください。
問合せ：図書館本館参考室カウンター

新座図書館カウンター

メディアライブラリー

新座図書館 視聴覚コーナー



1青山学院大学図書館（渋谷）
渋谷区渋谷4-4-2 tel.03-3400-3429
アクセス：JR山手線、東急線、京王井の頭線「渋谷駅」から徒

歩10分，地下鉄「表参道駅」から徒歩5分

2学習院大学図書館（目白）
豊島区目白1-5-1 tel.03-3986-0221
アクセス：JR山手線「目白駅」から徒歩30秒

3東洋大学図書館（白山）
文京区白山5-28-20 tel.03-3945-7325
アクセス：地下鉄三田線「白山駅」から徒歩5分（JR山手線「巣

鴨駅」で三田線乗換）

4法政大学図書館（市ヶ谷）
千代田区富士見2-17-1 tel.03-3264-9514
アクセス：JR総武線「市ヶ谷駅」から徒歩10分（JR山手線「新

宿駅」で総武線乗換），地下鉄有楽町線「飯田橋駅」
から徒歩10分

5明治大学図書館（駿河台）
千代田区神田駿河台1-1 tel.03-3296-4249
アクセス：JR総武線、中央線、地下鉄丸ノ内線「御茶ノ水駅」

から徒歩3分

6明治学院大学図書館（白金）
港区白金台1-2-37 tel.03-5421-5177
アクセス：JR山手線「品川駅」または「目黒駅」下車、バスで

「明治学院前」下車

山手線沿線私立大学図書館
コンソーシアムを活用しよう

～國學院大學図書館紹介～

学術メディアセンターに着いたらエ
スカレーターに乗って2階へ向かいま
しょう。そこが図書館の入口です。

02 03

「読みたい本が立教大学図書館にはない。」「他の大学の図書館を使ってみたい。」
そんなとき、山手線沿線私立大学コンソーシアムを活用してみてはいかがでしょうか。
山手線沿線私立大学コンソーシアムとは、立教大学を含めた山手線沿線にある8校の大学が加盟している協定
のことです。立教大学の学生証があれば、他大学の図書館を利用したり、本を借りることができます。
今回は山手線沿線私立大学コンソーシアムの中でも、一番新しく建てられた國學院大學の渋谷キャンパスに
ある図書館を紹介します。

入館する

◆國學院大學図書館を訪ねてみよう！

◆貴重資料に出会う

◆山手線コンソーシアム検索を知っていますか？

◆その他のコンソーシアム加盟校

國學院大學の渋谷キャンパス図書館は、2008年3月に竣工した学術メディアセンターの中に
あります。140万冊の蔵書を持ち、国学研究では日本でも有数の大学で、神道・国史・国学関係
の図書が充実しています。学術メディアセンターの地下には伝統文化リサーチセンター資料館
が併設されていて、誰でも、國學院大學のもつ貴重な資料や展示物を見ることができます。

國學院大學　渋谷キャンパス図書館へのアクセス
渋谷区東4-10-28 tel.03-5466-0159
アクセス：JR山手線・東急線・京王井の頭線「渋谷駅」から徒歩13分，バス「國學院大學前」下車

エスカレーターで2階へ

カウンターに声をかけ、学生証を見せれば1年間利用可能
なIDカードを発行してもらえます。このカードを手に入れれ
ば、本を借りることができ、次回からカードをゲートに通し
て入館できます。

入口

学術メディアセンター

カウンター

図書館に入ったら、OPAC
を使って目的の本を探しまし
ょう。OPACを使うときはカ
ウンターでパソコンにログイ
ンするためのID・パスワード
を教えてもらいます。

OPACで本を検索する

OPAC

本の並び方は立教大学と少し違
って、それぞれの分野毎に一般書、
参考図書、雑誌がまとめて同じエ
リアに並べられています。そのた
め、調べたいテーマによっては、
同じスペースで効率的に学習できます。

資料を利用する

分野毎の配架，近くには閲覧テーブル

2階には集密書架があります。立教大学では書庫に設置さ
れていることが多い書架ですが、國學院大學ではより多くの
本を利用者の近くに配架するため
に、閲覧スペースのそばに設置し
ています。可動式で操作に注意が
必要な書架ですので、利用や操作
についての掲示をよく見て使って
ください。 集密書架

2階にはLANや電源を備えたパ
ソコン対応のキャレルデスクがあ
ります。図書館内でも人気のコー
ナーです。

パソコンを使う

ちょっと疲れたら、目を外に向けてみましょう。図書館の
落ち着いた雰囲気に加え、窓の外に見える緑が、疲れを癒し
てくれます。また、1階にはカフェもありますので、コーヒ
ーブレイクでもいかがでしょうか？

学習や読書に疲れたら…

窓辺に見える緑

地下2階には書庫があります。立教大学では原則として学
部学生は書庫に入庫できませんが、國學院大學では入庫でき

ます。ここに並んでいるの
は雑誌や紀要で、製本雑誌
が中心です。コピー機もあ
ります。利用者の使いやす
さを配慮して書庫を開放し
ていますが、利用者が直接
書庫の本を扱うことになり
ますので、ルールを守って
使ってください。

書庫を利用する

地下書庫 1階のカフェ

立教大学図書館ウェブ 山手線コンソーシアム検索

國學院大學渋谷キャンパス図書館を訪ねたら、隣接している伝統文化リサーチセンター
資料館に行ってみましょう。テーマは「モノと心に学ぶ伝統の知恵と実践」、祭祀遺跡、
神社祭礼についての展示や國學院大學の歴史に関する貴重なコレクションを見ることが
できます。ふだんは見ることのできない貴重な「モノ」を体験できます。美しく落ち着
いた資料館で、きっとみなさんの探究心を呼び覚ましてくれることでしょう。

立教大学ウェブサイトからコンソーシアム加盟大学の蔵書を横断的に
検索できます。利用したい資料がどの大学に所蔵されているのかを、確
認してから訪問しましょう。加盟大学が複数の図書館・図書室をもつ場
合、コンソーシアムに基づく利用ができない図書館もあります。利用の
際には、ご注意ください。
山手線コンソーシアム検索：http://opac.rikkyo.ac.jp/hybrid/

國學院大學図書館ではデジタルライブラリーが充実しています。資料館で見られる貴重な資料を垣間見ることができます。
（URL http://www.kokugakuin.ac.jp/library/tosyo0200005.html）

※利用する前に必ず立教大学図書館ウェブサイトから各大学図書館の利用条件を確認してください。大学の定める試験期間中
など利用できない時期もあります。
URL http://www.rikkyo.ac.jp/research/library/service/yamanote/
（立教大学図書館ウェブサイト内⇒サービス案内⇒山手線コンソーシアム）

キャレルデスク

3階にはオンラインデータベー
ス利用スペースがあり、自由に使
えます。

オンラインデータベース専用パソコン

デジタルライブラリー
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