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   図 書 館 だ よ り   2015.6 号 

     1. 館長挨拶  
      ・「理想的図書館」 

     2. 組織図 (2015 年 4 月 1 日付) 

・2015 年度 業務分掌  

 3. 図書館統計（利用統計－その 1） （2013 年度 2014 年度） 

      ・開館日数および入館者数 

・入館者数・貸出数・貸出冊数 （グラフ） 

     4. 図書館統計（利用統計－その 2） （2014 年度） 

      ・貸出利用図書 ベスト 10 

      ・学生購入希望図書  

     5. 図書館委員からのおすすめ図書 

     6. 図書館からのお知らせ 

 

 

 
 

 

 

 

布絵本より「ももたろう」 

（一部抜粋しました） 

 

 

 

図書館で開催しました布絵本の展示会 

（開催：5 月 22 日～6 月末日） 

（ふきのとう文庫：札幌 より借用） 
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館 長 挨 拶  

 

「 理 想 的 図 書 館 」  

 

  

最近の状況についてお知らせします。

酪農学園大学附属図書館では学生や教職

員の勉学や研究にお役に立てることを目

的としております。街の一般的な図書館

と違い、専門的資料や情報をまとめて得

られることが特徴です。そのために、図

書館では専門的職員が多く、コンピュー

ター等の器材を始め、図書や文献資料を

取り揃えております。さらに、酪農学園

大学は「自然科学系」の専門研究と教育

を行なっており、中でも酪農学、食品学、

環境学、獣医学という全国的にもユニー

クな分野の資料や情報を大変多く有して

おります。 

 昨今、地球自然に優しい農業による安

全な食料生産が強く望まれています。こ

れは酪農学園大学が目指してきた『循環

型農業』によって実現することであり、

まさに今は捲土重来、酪農学園大学の真

価を発揮する時です。我が大学の教員／

職員／学生ならびに卒業生は今こそ旺盛

な勉学と研究で、社会の期待に応える必

要があります。 

 現在、社会から我が酪農学園大学へ求

められているこうした期待に応えるため

に、また、今後の大学の将来を担う研究

教育活動を発展させるために図書館は、

どのような役割を果たし、どう在るべき

かを模索しています。理想的な姿として

は、図書館に専門的な本や文献を揃えて

置くだけに限らず、社会的要請など全般

的な視点からライブラリアンとして大学

の研究や教育活動へ助言を出来るように

なりたいと強く思っています。そうなる

ことで、学生や教職員にとって図書館が

大変頼りになる存在となり、また図書館

職員にとっては、大学の発展に寄与でき

ることで仕事にやり甲斐も高まり、増々

質的向上が実現します。 

 当然、大学の研究教育の発展には図書

館の理想的な発展を抜きには考えられま

せん。これら車の両輪の発展を着実に実

現するために現在すべきこととして、何

はともあれ、上記図書館の理想像を図書

館職員のみに停めることなく多くの大学

関係各位に理解していただくことが重要

と考えています。ご理解とご支援をいた

だければ幸いです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ドラセナ・マッサンギアナ 【幸福の木】 

 

図書館で育て

ています。 

昨年の 2月に続

き、今年も 1月

末に見事な花

を咲かせ、香り

と共に楽しま

せてくれまし

た。 

附属図書館長  横田  愽  

（獣医生化学研究室）  
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組織図 （2015 年 4 月 1 日付） 

 

2015 年度業務分掌 

 

 

※図書館委員会事務局（事務課長兼務） 

※紀要委員会事務局 （専任職員兼務） 

学 長 

館 長 

副館長 

事務課長 

事務課長補佐 

図書館委員会 

紀要委員会 

管理部門 サービス部門 

図書情報係 雑誌情報係 情報サービス係 農経資料室 

・図書受入 

・目録全般 

・経理全般 

・管理換 

・遡及 

・雑誌受入 

・目録全般 

・管理換 

・カウンター全般 

・フロア管理 

・展示 

・延長対応 

・学習・研究支援 

・ILL 全般 

・資料室管理 

全般 

・フロア管理 

  (業務委託) 

・カウンター全般 

オープン PC フロア 



図書館統計　（利用統計-その1）

入館者数 146,475 150,612

受入状況 2013年度 2014年度

開館日数 287 285
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図書館統計　（利用統計-その2）

書　　　　　名 出版年 分　　類

標準生理学（第７版） 2009.4
自然科学
医学

獣医薬理学 2013.3
産業
獣医学．比較医学

スモールアニマル・サージェリー 2008.5
産業
獣医学．比較医学

動物病理カラーアトラス 2007.2
産業
獣医学．比較医学

標準生理学 2014.3
自然科学
基礎医学

獣医微生物学 2011.8
産業
獣医学．比較医学

告白 2008.8
文学
小説．物語

主要症状を基礎にした牛の臨床 2002.8
産業
家畜各論

ギャノング生理学 2014.1
自然科学
基礎医学

獣医臨床麻酔オペレーション・ハン
ドブック

2009.7
産業
獣医学．比較医学

分　　　　　野 分　　類 冊　　数 構成比
総記　 000 2 4%
哲学　 100 1 2%
歴史・地理　 200 0 0%
社会科学　 300 4 8%
自然科学・医学　 400 26 54%
技術・工学・工業。家政学　 500 4 8%
産業　　 600 8 17%
芸術・スポーツ・諸芸・娯楽　 700 0 0%
言語　 800 1 2%
文学　 900 2 4%

48 100%
※分類は日本十進分類法（NDC)第8版を利用しています。

背に貼っています。

本間研一[ほ
か]編集

文永堂出版

双葉社

デーリィマン

丸善

出版社

医学書院

近代出版

インターズー

日本獣医病
理学会編

梶光一, 宮木雅美,
宇野裕之編著

関崎勉[ほか]編

湊かなえ著

前出吉光, 小岩政照
監修

 [William F. Ganong原
著]

著　　　　者

小澤瀞司, 福田
康一郎総編集

日本比較薬理学
・毒性学会編

Theresa Welch
Fossum[ほか]編著

小沼操, 小野寺節,
山内一也編

いろいろな分野の図書が申込みされました。

みなさん、今年も申込受付を開始しています。

「購入希望図書申込書」は、３階と６階のカウンターに

記入内容を確認して、３階か６階のカウンターへ　

お持ちください。　待っています！！

あります。いつでも自由に持って行ってください。

※２０１４年度は、学生希望図書を４８冊受け入れました。

総　　　　数

William W. Muir III[ほ
か]著 ; 山下和人［ほ
か］訳

購入希望図書とは

　附属図書館に所蔵してい
ない図書で、本学学生の学
習・研究を支援するため、
「図書」を対象に学生のみ
なさんから、購入希望を受
付けています。
　日々の学習、レポートの
課題、研究、就職活動など
に必要と感じたら、ぜひお
申込みください。

インターズー 

2014年度 学生購入希望図書の状況

2014年度 貸出利用図書 ベスト１０

学 生 希 望
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図書館委員、おすすめの一冊         

 

           図書館委員会の先生方に、今みなさんに読んでもらいたい本のなかから 

「この１冊」をいただきました。それぞれ 4F 図書フロアにあります。  

 

 

          食と健康学類委員  金田  勇  

            科学の方法  中谷宇吉郎著  岩波書店  1958年（岩波新書）             

  科学の方法    請求記号 401||N（新書コーナ） 

    

  本書は「科学とはなにか？」という定義付けに始まり、様々な問題を科学的

に調べ、考察する方法が分かりやすく解説されている。 

科学を学ぼうとするすべての学生に是非読んで欲しい良書である。             

                     

  循環農学類委員  筒井 静子 

食の     食のつくりびと：北海道でおいしいものをつくる 20人の生産者 

つくりびと    小西由稀著  エイチエス  2011年 

請求記号 612.11||ko75 

  

   食をつくり育てる人の言葉が食材たちの声を代弁しているように思えます。 

その声に耳を傾けると普段の食事も一層おいしくなりそうです。 

    

    環境共生学類委員  遠井 朗子 

暇と退屈の倫理学（増補新版） 國分功一郎著 太田出版 2015 年        

暇と退屈の     請求記号 104||ko45 

     倫理学 

誰でも妥協を重ねながら生きています（たぶん）。 

そうした妥協に抗い、自分が感じてきた、曖昧な、ぼんやりとした何かを 

形にしたい方にお勧めします。 

 

獣医保健学類委員    八百坂 紀子 

獣医看護学テキスト  谷口明子著  ファームプレス  2011 年 

獣医看護学      請求記号  649||Ta87 

    テキスト     

   総合的な教科書であり、動物看護師を目指す学生さんに読む事をお勧めします。 

           



7 

図書館からのお知らせ 

「レッツ☆フェアトレード」の学生さんが主体になり、ブックフェアを開催しています。 

図書館 6階 期間：6月 25日（木）～7月 9日（木） 

 

世界はそんなにフェアじゃない！ 

レッツ☆フェアトレード 

世界とのつながりが密になってきた現代。便利で豊かな生活をしている私たちを支えてい

るのは、何でしょう？ 地球の裏側では、今この時も不当な労働や、貧困、環境汚染、差

別、紛争、飢えに苦しんでいる人々がいます。そして、私たちはそんな人々によって生か

されているのです。この世界にはアンフェアなことがたくさんあります。 

 図書館の本や映像から、そんな世界に目を向けてみませんか？知ることは世界を変える

一歩です。 世界を変える！ＣＨＡＮＧＥ！ 

 今回、レッツ☆フェアトレードは、国際社会の抱える問題に目を向けてもらいたい、と

いう趣旨でブックフェアを開催しました。 

またフェアで持続的な取引をする 

ことよって、立場の弱い生産者の 

生活改善と自立を目指す貿易の仕 

組みであるフェアトレードを知っ 

てほしいです。フェアトレードは 

気軽にできる身近な国際協力です。 

 新しい本との出会いで、皆さん 

の世界が少しでも広がることを 

願っています。 

 

***編集後記*** 

今年も半分が過ぎようとしています。 

まだまだ時間があると思っているみなさ～ん「のんびり」 

し過ぎは禁物ですよ。試験大丈夫ですか？ 

体調に気をつけて、後悔しないよう頑張ってくださいね。 

 

**********さらに図書館副館長からのオススメの一冊！！ 

日の名残り (The remains of the day) 請求記号 933||I 73 

カズオ・イシグロ著  土屋政雄訳、中央公論社 1990年 

「信頼のおけない語り手」の名手、カズオ・イシグロの代表作。 

執事である語り手スティーブンスは、何を語り、何を語って 

いないのか？小説というジャンルの本当の面白さがここにある！ 

図書館だより 

2015年 6月号 [5号] 

2015年 6月 30日発行 

酪農学園大学附属図書館 

http://library.rakuno.ac

.jp/ 

TEL 011-388-4141 

 

世界を変える！CHANGE! 


