
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆巻頭言 

「読書について」 

看護学部 学部長 菅野 夏子 

◆推薦図書の紹介 

・「授業論：何もしない時間 そして 手紙」 

                                教育学部 特別特任准教授 板東 克則 

・「もしも一年後にこの世にいないとしたら。」 

看護学部 特任教授 幸福 秀和 

◆図書館の電子書籍は活用していますか？ 

◆附属図書館からのお知らせ 
 

 

姫路大学附属図書館ニュースレター 

はま風 sea breeze 

p.4 

p.6 

p.5 

p.2,3 

ぼくはひめみちくん。 

どこでも勉強できるように、

カバンの中には図書館の本

と電子書籍を読むための 

スマホが入ってます。 

てく、てく… 

コロナに負けない！ 

前進あるのみ！ 

 長い道のりをニコニコ笑顔で

歩き続けるために、大好きな

「塩むすび」を食べて、ちゃんと

休憩もとってるよ！ 

ぼくの名前は「ひめみち」です。 

歩きスマホと 

ドライアイには 

ご用心！ 
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      巻頭言 

読書について  

 

 

 

姫路大学  看護学部  

学部長 菅野  夏子  

 

 

 ここ最近は、ありがたいことにいろいろな仕事をいただけるが、このように巻頭言の依頼をいただ

いた。帰宅し、高校 2 年生の息子に「巻頭言を書くよう依頼された。」と話すと、息子は開口一番「い

いなあ。」という返答であった。「何を書いたらいい？」と質問すると、「面白いと思った本の紹介をし

たらいいよ。」というコメントが返ってきた。  

 何を隠そう、我が家は私を除いてみんな熱心な読書家である。一番テレビを見ているのは私で、あ

とは全員本を読んでいる。外食をしても、4 人家族の我が家では、3 人が本を読んでおり、私だけが一

人話をしている状況である。  

 主人はビジネス本ばかり読んでいる。よくもまあ似たような本ばかり読めるなあ、と感心するが、

マーカーで線を引きながら読んでいる。その線がほとんどに引いてあることが非常に気になるが、こ

れを指摘するとまたケンカになるので、ぐっとこらえている。  

 高校 3 年生の長女は小説が嫌いだと言い、世界史の書籍を読んでいることが多い。こんな本、どこ

で見つけたのだろう？というような古代文明や聞いたことのない国の文化について書かれた本を暇さ

えあれば読んでいる。百貨店に買い物に行っても読んでいる。買い物が嫌いな娘は、娘に服でも買っ

てあげようと私が洋服を選んでいるときも、店の前で突っ立って本を読んでいた。本来なら褒めるべ

きところなのだろうが、母親ばかりが浮かれている構図はこちらが恥ずかしいものであった。  

 高校 2 年生の長男は、SF 小説が大好きだ。「ジュラシック・パーク」も小説で読み（どこがおもし

ろいのか？であるが）、定番の「海底 2 万マイル」や「タイムマシン」等から、SF 小説で有名な著者

について、私に熱弁をふるってくれる。中学生の時は、忘れ物が多く、かばんの中身を確認すると、

勉強には全く関係がない文庫本ばかり入っていたので、驚いた。  
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 私はというと、全く読まないというわけではなく、もちろん仕事に関する書籍や文献は読む。本や

雑誌を読むのは好きなので、唯一趣味といえば「読書」となるであろう。しかしながら普段あまりに

も時間がなく、週末数ページ読めればよいところである。お気に入りの作家は、宮部みゆきさん、天

童荒太さん、あさのあつこさんである。特に宮部みゆきさんは、最近よく読んでいる。しかしながら、

共通して言えるのが、「長い」のである。今読んでいる宮部みゆきさんの「ソロモンの偽証」は、文庫

版は全 6 巻もある。その前に読んだ「模倣犯」は全 5 巻。好きなパール・バックの「大地」も全 4 巻。

せっかちな者としては、このような長編を読むのは、長く苦しい。マラソンも苦手である。だが、読

んでしまう。読みたくなる。読み終えた感動は何とも言えない喜びに満ち溢れる。天童荒太さんの本

はまさしくそのような気持ちになる。しかし、宮部みゆきさんの本は、読み終えて気分爽快にはなら

ない。非常に悶々とする。もちろん犯人も明らかになる。だが、すっきりしない。このような気持ち

になるのに、また買ってしまうのである。  

 こういう風に書くと、「私はこの本が好き。」や「この本がおもしろかった。」ということが誰しも出

てくると思う。それは、看護学、教育学共に大切な要素ではないかと思う。「大学生だから」、「大学院

生だから」というレッテルは取り払い、まずは書籍から、情報を得ることから始めるのが、勉学の第

一歩のように感じる。また、人により好みが分かれる。まるで指紋のように、気に入っている本は一

人一人違う。それは面白いし、相手のことを理解する一つのツールのようにも感じる。この内容を読

んで、あなたも本が読みたくなりましたでしょう？この夏も、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防

ぐためにも活動の規制や移動の規制が出されることと思う。この機会にぜひ「読書」しませんか？  
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    推薦図書の紹介 

  『授業論：何もしない時間 そして 手紙』 

    板東 克則（著） 一莖書房 2017 年 2 月 

           教育学部 特別特任准教授 板東 克則 

 かつて赴任した学校が荒れた。子どもたちが帰った教室を片付けながら、なぜあ

あいう行動をしたのか、私たちはどう考えればよいのか、語り合った。やがて、子

どもたちは卒業し、日々の振り返りは不要になった。しかし、その中で学んだこと

は大きかった。これは伝えなければならない。かつて先輩から尋ねられた。「教師

にとって一番必要なものは何か」私は答えられなかった。「教育哲学だ。」今になる

と少しわかるように感じる。 

「何もしない時間」、「食と命」。自身の実践に常に周りとのずれを感じた。ただ、話す中で、伝える中で、い

つも話は教育の本質に向き合うことになった。これは伝えなければならない。 

原稿を出版社に送った。ある出版社の社長から出版依頼があった。彼女は、私の校長としての最後の公開

授業にも東京から駆けつけた。それが、2 冊目『教育の創造』になった。彼女は言う。この学校は父（斎藤

喜博）の学校づくりに通じるものを感じる、と。 

 

 

 

  『もしも一年後、この世にいないとしたら。』 

    清水 研（著） 文響社 2019 年 10 月 

看護学部 特任教授 幸福 秀和 

本の腰巻に人生の締め切りを意識すると明日が変わる。著者は、「がん」専門の

精神科医および診療内科医で、国立がん研究センター中央病院勤務。本を捲ると「大

切なことを先延ばしにしていませんか」、「自分の人生がいつ終わりを迎えるのかは

誰にもわからない。だからこそ、今生きている瞬間をかけがいのないものとして大

切にしてほしい」。27 歳で、がんで亡くなったオーストラリア人女性の言葉。   

一方、人生 100 年時代、100 歳体操がデイサービスで行われている昨今。日本人は

健康寿命を延ばすなか、「がん」の罹病は小児から働き盛り、高齢者まで存在する

が、「死」を意識しない日常を送っている。この本では、「がん」に対する捉え方、生き方を臨床医として述

べている。「人生は一回きりの旅である」、「先送りしていた人生の課題を解決する」、「死に至るまでの苦しみ

への対策はある」、「普通の日の連続」が幸せ。コロナ禍で世界中が「死」を意識している。この本を手に取

ると、自分という存在が気になっている。「よく生きているか」と。

配架場所：一般図書コーナー 

請求記号：375.1||BAN 

ラベル番号：0049465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配架場所：一般図書コーナー 

請求記号：494.5 ||SHI  

ラベル番号：0049464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『教育の創造』 板東 克則（著）-- 一莖書房 2020 年 8 月  についても、当館にて所蔵しています。ぜひご一読ください。 

 → 配架場所：一般図書コーナー, 請求記号：370.4||BAN, ラベル番号：0049466 



はま風 sea breeze 第 24号  2021（令和 3）年 8月 6日（金）発行 

 

5 

図書館の電子書籍は活用していますか？ 

新型コロナウイルス感染症対策のため、大学の授業がインターネットを通じた遠隔授業で開講されることが

多くなりました。在宅学習に取り組む学生の皆さんを支援するため、当館では紙の本だけでなく、学術書を中

心とした電子書籍も導入しています。まだそれほど充実した電子書籍のタイトル数とは言えませんが、紙の本

と同様に使い方を覚えて学習に役立ててください。購入してほしい電子書籍があれば図書館へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ［ダウンロード：可］と表示されているタイトルは、PDF でダウンロードすることができます。但し、各タイトルによってダウンロード

できるページ数の上限があります。 

• 購読（所蔵）タイトルの書名や本文などを対象にして、知りたいことに関するキーワードを入力して検索することができます。 

Maruzen eBook Library 

（当館の所蔵：看護学系和書 56 タイトル、教育学系和書 32 タイトル、学部共通和書 9 タイトル） 

• ページまたは章、全文のいずれにおいても本文をダウンロードするには、Ebook Central の個人アカウントを作成する必要があ

ります。 

• ページまたは章を PDF でダウンロードする場合は、各タイトルによりダウンロードできるページ数の上限があります。 

• 全文ダウンロードをする場合は Adobe Digital Editions（無料）をスマホやパソコンにインストールしておく必要があります。 

全文ダウンロードは貸出として扱われ、Adobe Digital Editions 上で 1 日間閲覧利用することができます。 

ProQuest Ebook Central 

（当館の所蔵：看護学系の洋書７タイトル） 

• ページまたは章を指定して本文をダウンロードすることができます。各タイトルによりダウンロードできるページ数に上限があります。 

• 全文ダウンロードをする場合は、MyEBSCO host の個人アカウントを作成し、Adobe Digital Editions をスマホやパソコン

へインストールしておく必要があります。全文ダウンロードは貸出として扱われ、1～7 日間の貸出期間を各自で指定して、

Adobe Digital Editions 上で閲覧利用することができます。 

EBSCO eBooks 

（当館の所蔵：看護学系の和書 7 タイトル、洋書 14 タイトル） 

電子書籍を使うためのヒント：ダウンロードして読むには・・・ 

 

この度、EBSCO eBooks に新たに下記のオープンアクセス（無料公開）

の電子書籍を追加しました。 

EBSCO eClassics Collection  

ディケンズ、ロンドン、ウェルズ、メルヴィルなどの有名作家の文学作品

25 タイトルの洋書の電子書籍を収録しています。 

EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection 

ミシガン大学出版局、Taylor & Francis、テンプル大学出版などの 

大学出版局、および学術系 OA 出版社各社が手がける質の高い 

オープンアクセスのタイトルの電子書籍（洋書）のコレクションです。 

News    

（備考） 

◼ Adobe Digital Editions のインストール時には、Adobe ID のアカウントの取得が必要です。 

◼ 学内備え付けのパソコンへの Adobe Digital Editions のインストールはご遠慮ください。 

◼ Adobe ID や電子書籍サービスの個人アカウント作成時には利用規約を確認し各自で ID を管理してください。 

◼ 学外から利用する際は、当館からお知らせしている学外アクセス用の ID・パスワードを入力してください。 

ダウンロードしたら 

オフラインでも読めるよ。 

分からないことは図書館に

聞いてね 

使い終わった

らログアウト

してね。 
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       附属図書館からのお知らせ 

 図書館ホームページが変わりました 

2021 年 4 月 1 日、本学のホームページのリニューアルに伴い、当館のホームページもリニューアルしま

した。新しい図書館ホームページの URL は、https://koutoku.ac.jp/himeji/librarytop/ です。 

 図書館オリエンテーション動画および図書館ガイダンス動画を公開しました   

今年度 4 月からは、本学では対面授業の増加が予定され、当館においても利用制限の一部緩和と、新入生

への館内での図書館オリエンテーションの実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症変異株

の感染者急増に伴い、館内でのオリエンテーションは豊岡短大姫路キャンパスの新入生にのみ実施し、その

他の新入生へのオリエンテーションは中止しました。代わりに、「オリエンテーション動画」を作成し、案

内しました。また、新年度にあたり、教育学部 1 年生の基礎ゼミへ提供した「図書館資料の探し方」や「利

用者専用ページの使い方」などの複数本の各種ガイダンス動画を、後日全学生向けに修正し、図書館ホーム

ページで公開しました。図書館ホームページ→[図書館の活用・支援]のページより閲覧することができます。 

 館内資料の複写物郵送サービスを開始しました 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、来館が困難な学生の皆さんを支援するため、7 月 15 日より、館

内所蔵資料の複写郵送サービスを開始しました。当館が所蔵する資料を著作権法で定められた範囲内で複

写し、自宅等へ郵送してもらうことができます。複写したい箇所を特定できないときは、当館へのレファレ

ンス申込により調査を依頼することもできます。複写物郵送サービスの申し込みは、図書館ホームページ→

[図書館サービス申込フォーム]の「館内資料の複写物郵送」からお申し込みください。料金は、複写料金（モ

ノクロ 1 枚 10 円・カラー1 枚 30 円）と送料を、複写物の受取から 1 ヶ月以内に切手または現金書留でお

支払いください。 

 Ovid利用講習会を開催しました 

7 月 15 日、本学が契約している看護学系電子ジャーナル「LWW Nursing fixed 10」(11 誌)や、データベ

ース「MEDLINE」を利用するための Ovid プラットフォームの使い方について、看護学部教員、大学院生

を対象に外部講師による本学向けのオンライン講習会を開催しました。講習会後に Wolters Kluwer 社より

ご提供頂いた講習会録画と練習用画面は、図書館ホームページにおいて学内限定で公開しました。 

 夏期休暇中の延長貸出について 

夏期休暇に伴い下記のとおり延長貸出を実施しています。 

■実施期間： 2021 年 7 月 12 日～9 月 18 日  ■対象利用者： 学生（大学院生を含む） 

■対象資料及び返却期限： 図書、製本雑誌は 2021 年 10 月 4 日まで、雑誌のバックナンバーは 2 週間 

■貸出冊数： 合計 10 冊 ※郵送貸出で借りることもできます。ぜひお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

姫路大学附属図書館ニュースレター 

はま風 sea breeze  第 24号 2021年 8月 6日（金）発行 

■編集・発行 姫路大学附属図書館 

       〒671-0101 兵庫県姫路市大塩町 2042番 2 

TEL：079-247-7396 

E-MAIL:tosyokan@koutoku.ac.jp 

 

 

編集後記 

 依然として新型コロナウイルス感染症拡大が収

まる傾向の見えない中、東京オリンピックは開幕し

ました。オリンピック後の社会はどうなっていくの

でしょうか。人生 100 年時代を、より良い社会を作

りながら生きるためにも、情報を積極的に収集し、

学び続けることは大切だと感じました。 

ひめみちより 


