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Welcome!

図書館の本をコピーしたいんだけど…

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ ちょっと気になる新刊図書
東大式現代科学用語ナビ

教えて！レファレンス
「リーマン・ブラザーズ」について調べたい

この実なぁに？

速報！

利用者アンケート結果
１０月２７日（火）〜１１月８日（日）の２週間、
来館された皆様に利用者アンケートをお願いしまし
た。結果の一部をご紹介します。
■ あなたがどのくらい満足しているかを教えてください。
① お探しの本は利用できましたか。
② 館内案内図や書架の表示などわかりやすいですか。
③ 職員の対応はいかがですか。
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職員の対応については、81％の方が｢非常に満足｣｢満
足｣と回答いただきました。一方、本の利用について
は、｢非常に満足｣｢満足｣の方の割合は、52％でした。

お忙しい中、アンケートにご協力いただきありが
とうございました。詳しい結果は、まとまり次第、
掲示や配布を行い、皆様にお伝えしてまいります。

行事予定

ムクロジ

蔵書点検
ご協力ありがとうございました
１０月に９日間休館し、蔵書点検を行
いました。
蔵書点検とは、一言で言えば「図書館
で所蔵している資料の棚卸し」です。
はじめに、図書館にある全ての図書 (西
部は約27万冊 )を対象に、端末機で1冊ず
つバーコードを読み取り、照合作業を行
います。照合作業が終わったら、所在の
分からない図書の探索、書架の整頓や調
整、一部の図書の書庫移動、古い新聞の
払い出し、破損した図書の修理など、貴
重な資料がいつでもすぐに提供できるよ
うにしています。
使いやすく機能的な図書館
を目指して努力しております
ので、今後ともよろしくお願
いいたします。

◎展示 「奈良へ、平城京へ」
12/19(土)〜2/18(木)

ご注意ください！

◎年末年始休館
12/28(月)〜1/4(月)

◎図書館まなびトーク発表者募集中！
2/26(金)開催、今年度最終です

図書館の
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本(資料)を
コピーしたいんだけど…

(作者･著者等)の権利を守るために
著作権法で保護されています。
●また、コピーできる範囲を制限して
いる出版社もあります。
●公立図書館では自館の資料に限って
＊
一部分 ですがコピーすることがで
きます。

現代科学用語ナビ

●本や雑誌などの著作物は、著作権者

*『著作権審議会第４

東大式？現代科学？さぞかし

小委員会(複写複製
関係)報告書』によ

難しいことが細かい文字でびっち

り、一般的に｢著作

り書かれているんだろうな…と中

解釈がなされています。

本は全部コピーできるの？
１冊の本の一部分(半分まで)を、
１人１部コピーすることができます。

雑誌の最新号は？
コピーできるのは１つの記事(署名
記事)の一部分(半分)です。
ただし、次の号が発売されれば本と
同じようにコピーできます。

でわかる
東京大学理学系研究科 理
･学部
の ｢
｣

物の半分以下｣という

編

ゼンリンの住宅地図は？
見開きの半分(右半分、左半分等)ま
でコピーできます。
コピーの際は、事前に｢資料複製申
込書｣をご提出ください。

を見てみると、そんなことはない。
高校生のころに使っていた二色刷
りの参考書、あの感じだ。
全体は物理学、化学、生物学、
地球惑星科学・天文学、数学、情
報 科 学 の ６分 野 で構 成 され て い
る。これは、と思うキーワードか
ら気ままに読み始めてみた。ふむ
ふむ、へぇ。
編者が隔月で発行している広
報誌 ｢理学系研究科･ 理学部ニュ
ース｣の連載コラム｢理学のキーワ
ード｣に掲載された記事を加筆修
正した１冊。書いているのは東大

404
95
化学同人

2009.9

の教員。専門用語ばかりでもなく、
かといって耳慣れた用語ばかりで
もなく、全ての用語が網羅されて
いるわけでもない。科学用語解説
ではなく｢科学用語ナビ｣なのであ
る。

教えて！レファレンス
レファレンスとは皆様の｢調べもの・探しもの｣のご質問に、私ども図書館職員が図書
館の資料や情報を使って調査し、回答するものです。カウンターはもちろん、図書館ホ
ームページからでも受け付けています。ぜひ、ご相談ください。
＊ご質問の内容によっては、お答えできないことがあります（学習課題，懸賞問題等の解答，身上
相談，医療相談，法律相談など）
。詳しくはお問い合わせください。

「リーマン・ブラザーズ」について調べたい。（破綻した原因など）
＊リーマン・ブラザーズ（アメリカの証券会社）

調べるプロセス
ポイント
最近の事柄について調べるときには、図書よりも情報が早く掲載される
雑誌や新聞の記事もあわせて検索します。

1 雑誌記事で調べる
国立国会図書館NDL-OPAC
（http://opac.ndl.go.jp）の｢雑誌記事索引の検
索｣で、｢論題名｣に｢リーマン」
「破綻」
「リ
ーマン・ブラザーズ」などの言葉を入力し、
「刊行年月」を破綻が決まった「2008年9
月以降」に絞って検索。検索結果から県立
図書館所蔵雑誌の記事を探すと「日本
人幹部が語る「破綻」までの4日間、
独裁18年CEOの悪行(金融 リーマン
蟻地獄)｣(Aera 2008.9.29)、｢緊急
特集 リーマン破綻｣(週刊東洋経済
2008.9.27）｢リーマン・ブラザー
ズはなぜ破綻したのか(特集 基礎
からわかる米国発・世界金融危機)｣
(週刊東洋経済2008.11.8）などが見つかった。

２ データベースで調べる
このほか、西部図書館にある新聞のデー
タベース「日経テレコン21」（日経 4 紙の記事
検索）や、「聞蔵Ⅱ」（朝日新聞の記事検索）
でも関係の記事が検索・閲覧できる。

３ 図書では
千葉県立図書館ホームページ内の｢図
書・雑誌・視聴覚資料の検索｣で、検索項
目を、内容注記も検索できる｢キーワード｣
に設定して、｢金融危機｣｢金融破綻｣｢サ
ブプライム｣｢リーマン・ブラザーズ｣な
どの言葉で検索する。検索結果の ｢資料
一 覧」画面で「出版年順」をクリックし、
出版年の新しい順に並べかえて見
ていくと、
『金融危機の経済学』
(岩田規久男著 東洋経済新報社2009
県立東部）があった。取り寄せ
て内容を確認すると、103〜120
ページにリーマン・ブラザーズ
についての記述があった。
同様に｢千葉県内図書館横断検索｣でも
検索すると、
『金融大狂乱 リーマン・
ブラザーズはなぜ暴走したのか』
（ローレ
ンス・マクドナルド、パトリック・ロビンソン
著 徳間書店 2009)を所蔵している図書館

が県内に14館あることがわかった。

役立ちアイテム紹介
国立国会図書館NDL-OPAC 「雑誌記事索引の検索」

（http://opac.ndl.go.jp）

1948年以降、国立国会図書館が作成しデータベース化した雑誌記事索引を検索でき
ます。雑誌記事索引の採録誌は、国内刊行の学術雑誌を中心とした約19,000誌です。
アクセス方法：千葉県立図書館ホームページのリンク集→各種図書館資料の検索
→NDL-OPAC(国立国会図書館 蔵書検索・申込システム)→雑誌記事索引の検索

この実なあに？
図書館の利用者の方から「この花はなんですか？」とご質問いただくことがあり、
『こ
の花なあに？』 を連載しています。第３回は、図書館の近隣で見つけた面白い実です。

ムクロジ（無患子、学名：Sapindus mukorossi）
皮付きの実＆皮をむいた黒い実
図書館近隣で採取 →
ムクロジ科の落葉高木。学名のSapindusは「インドの石鹸」
の意。本州の新潟・茨城以西、四国・九州・沖縄の山中に自
生する。６月頃、若枝の先に20〜30㎝の花序で淡黄緑色の小
花を沢山つけ、10月頃、径２㎝程の丸い実を結ぶ。熟すと皮
は黄褐色になり、中の黒い実が透けて見えるくらいになると落下する。振るとコロコロ
と音がして面白い。べたつく皮を日干しにしたものは延命皮と呼ばれ、サポニンを含む
ため水で良く泡立ち、平安時代から洗濯に利用されてきた。
『国譯本草綱目』(江戸初期に中国から伝来した『本草綱目』の和訳)に、皮は洗髪・
洗顔に最適で、垢が落ちるほかソバカスも消え、真珠を洗うのにも用い、実は炒って食
べ（小毒有りとの説もある）、酒中に漬けて飲み、削って歯痛に擦りつけ、僧侶は数珠に
したという記載がある。『本草綱目啓蒙』（小野蘭山著）にも「ソノ外皮ヲ
俗ニ、シヤボント呼。油汚レノ衣ヲ洗フニ用ユ。コノ子唐山ニテハ貫キテ
念珠トス。」と記されている。『倭名類聚抄』（平安時代：源順著）にも既
に数珠として利用していた記録がある。黒い実は、とても堅くよく弾むの
で、羽根つきの球にも用いられてきた。羽根つきは1300年の歴史を持ち、
元々神事として行われた。中国の神巫がムクロジを棒にして百鬼を退治し
た話から無患子と表記され、子が患わない意もあって、羽根つきには女児
への無病息災の願いも込められているそうだ。最近はエコロジーの流れで
↑原色牧野植物大図鑑P25 純植物性石鹸の素材として見直され、果皮の販売も行われている。

資料のご紹介 『薬になる草と木424種4998/29』 『国訳本草綱目 第９冊果部・木部4999/4/9』
『草木性譜・有毒草木図説4999/7』『本草綱目啓蒙4999/8/3』『原色牧野植物大図鑑4703/8/2』

行
事

◆返却日変更のお知らせ[年末年始]
12月28日(月)から1月4日(月)まで年末年
始のため休館となります。これに伴い、返
却日が変わりますのでご注意ください。詳
しくは返却日シートをご覧ください。
なお、休館中の図書の返却は、図書館入
口のブックポストをご利用ください。

◆傘のお持ち帰りをお願いします
傘の忘れ物がとても多く、傘立てを利用
されるみなさんの迷惑になっております。
お帰りの際は、必ずお持ち帰りください。

◆本や雑誌の寄贈をお願いします！
参考図書・専門書などを集めています。
詳しくは西部図書館資料課収集係まで。
TEL：０４７−３８５−４１３３

10月には、9日間のお休みをいただき、資料の照合
をはじめ、予定されていた蔵書点検作業をすべて終
えることができました。
9日間の休館は長いので、先日行われた「図書館ま
なびトーク」の情報交換会では、毎月1〜2日で計画
的にやれないか、また、ボランティアを大量に導入
してはどうかという意見も出されました。
貴重なご意見ですが、蔵書点検は一挙にやらない
と、効果がないものですし、使用する機器にも限り
があります。当座はこのような形を続けますが、な
おの期間短縮を検討したいと思います。
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