
今月の展示： 

   ・附属小学校生徒 作品展 ３/1～3/２９ 

今月の注目： 

   ・図書館資料の返却 

   ・春休み開館時間 

   ・ロッカーを設置しました 

   ・コラム 「仰げば尊し」のルーツはアメリカ！ 

発行日 ２０１２．３．５ 

２０１２年３月号 

○館内ホールで展示を希望される方は 

附属図書館展示ワーキング（内7060） 

にお申し出ください。 

学生、教職員はもちろん、学外の方でも可能です。 

随時、ご相談を受け付けております。 

○館内の電子掲示板にお知らせを掲載することが

できます。OfficePowerPointで作成したファイルでお持ちください。現在、就職支援課、生活支

援課のお知らせを放映中です。詳細は 附属図書館資料サービス担当まで。 

鳥取大学附属図書館中央図書館からのお知らせです。 

今月の図書館          春 近し♪ 

ロッカーを設置しました。 

お知らせ 

図書館１階、２階にロッカーを設置しました。 

本学学生なら誰でも利用できます。 

利用時間 ９時から閉館１５分前まで、当日限り、予約不可、１人１個 

学生証等を持参のうえ、カウンターまでお申し込みください。 

展示・掲載 募集中 

館内展示 ・附属小学校生徒 作品展 ３/1～3/２９ 

雨の日限定  図書館バッグ 

雨や雪の日限定で、図書館オリジナルの

ビニールバッグを配布しています。図書

館の資料が濡れないよう、ご利用くださ

い。 

＜図書館資料の返却＞ 

卒業予定の皆様、返却忘れ

の図書館資料はございません

か？ 

卒業までに必ず

ご返却ください。  

ご自分の借りた本を忘れた方

はカウンターまでお尋ねくださ

い。 

 

特に、県外へ出ら

れる方は、当館以外の県内

図書館から借りた資料も、忘

れずご返却をお願い致しま

す。なお、当館以外から借り

た図書館資料についてのお問

合せはそれぞれ

の図書館へお願

い致します。 

鳥取大学附属小学校生徒さんの作った絵本・しおり等の展

示会を行っています。 



２月の新着図書 
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今月の図書館          春 近し♪ 

総  記 （文庫・新書を含む）     

公開鍵暗号の数理 / 森山大輔, 西巻陵, 岡本龍明著 新着図書コーナー 007.1:Kok 

科学者の本棚 : 「鉄腕アトム」から「ユークリッド原論」まで / 「科学」編集部編 新着図書コーナー 019.9:Kag 

海の向こうに本を届ける : 著作権輸出への道 / 栗田明子著 新着図書コーナー 021.2:Umi 

「本屋」は死なない / 石橋毅史著 郷土資料 024.1:Hon 

コドモノクニ名作選 新着図書コーナー 051.8:Kod:[01]-1 

アメリカ政治とメディア : 「政治のインフラ」から「政治の主役」に変貌するメディア / 前嶋和弘著 新着図書コーナー 070.253:Ame 

下山の思想 / 五木寛之著 新書・文庫コーナー 081:GS:240 

   
哲  学     

常識を疑ってみる心理学 : 自分なりのモノサシを持つ / 伊藤哲司著 新着図書コーナー 140.4:Jos 

感動と商品開発の心理学 / 神宮英夫編 新着図書コーナー 140.8:Asa:(10) 

尾木ママの「凹まない」生き方論 / 尾木直樹著 新着図書コーナー 159:Ogi 

なぜあの人は楽しそうに働くのか : 自分らしい働き方のスタイルが見つかる本 / 中越裕史著 新着図書コーナー 159.4:Naz 

現代に生きる内村鑑三 : 人間と自然の適正な関係を求めて / 三浦永光著 新着図書コーナー 198.99:Gen 

   
歴 史      地   理     

歴史学の未来へ / ノーマン・J・ウィルソン [著] ; 南塚信吾, 木村真監訳 新着図書コーナー 201:Rek 

あんぽん : 孫正義伝 / 佐野眞一著 ベストセラーコーナー 289:Anp 

奥出雲からの挑戦 : よみがえった過疎の町 / 長野忠, 「奥出雲からの挑戦」出版会編著 郷土資料 289.1:Oku 

景観学への道 : あるべき景観の姿を求めて / 藤沢和編著 新着図書コーナー 290.13:Kei 

今がわかる時代がわかる日本地図 / 成美堂出版編集部編 新着図書コーナー 291.038:Ima:(12) 

   

社会科学     

公共哲学からの応答 : 3・11の衝撃の後で / 山脇直司著 ベストセラーコーナー 301:Kok 

首長たちの革命 : 河村たかし、竹原信一、橋下徹の仕掛けた“戦争"の実像 / 出井康博著 新着図書コーナー 318:Shu 

学校では教えてくれないお金の話 / 金子哲雄著 新着図書コーナー 330:Gak 

日本・アジア・グローバリゼーション / 水島司, 田巻松雄編 新着図書コーナー 332.2:Nih 

世界を変える人たち : 社会起業家たちの勇気とアイデアの力 / デービッド・ボーンステイン著 ; 有賀

裕子訳 
新着図書コーナー 332.8:Sek 

日本企業アジアへ : 国際社会学の冒険 / 園田茂人著 新着図書コーナー 335.21:Nih 

広告小学校 : CMづくりで、「伝える」を学ぼう。 / 電通「広告小学校」事務局編・著 新着図書コーナー 375:Kok 

驚くべき学びの世界 : レッジョ・エミリアの幼児教育 / ワタリウム美術館編 新着図書コーナー 376.11:Odo 

   
自然科学     

世界一空が美しい大陸南極の図鑑 / 武田康男文・写真 新着図書コーナー 402.979:Sek 

学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術 : ポスター発表を成功に導くプレゼン手法 / 

宮野公樹著 
ベストセラーコーナー 407:Gak 

よくわかる最新宇宙論の基本と仕組み : 宇宙137億年を旅する / 竹内薫著 新着図書コーナー 443.9:Yok 

先端巨大科学で探る地球 / 金田義行 [ほか] 著 新着図書コーナー 450.4:Sen 

新・地球温暖化対策教科書 / 田森行男 [ほか] 共編 新着図書コーナー 451.85:Shi 

自己変革するDNA / 太田邦史 [著] 新着図書コーナー 464.27:Jik 

トップサイエンティストの英語を聴く! : サーチュインに魅せられた研究者たち / 今井真一郎監修 ; 佐

藤千尋英文監修 
ベストセラーコーナー 491.358:Top 

   
技  術     

東日本大震災によるエネルギーを巡る課題と対応 ; 国際エネルギー市場を巡る近年の潮流 ; 今後の

我が国エネルギー政策の検討の方向性 / 経済産業省編 
白書・年鑑コーナー 501.6:Ene:(11) 

転換期を迎えたエネルギー戦略・技術 / 日経エレクトロニクス [ほか] 編 新着図書コーナー 501.6:Sum:(04) 

デザインの小さな哲学 / ヴィレム・フルッサー [著] ; 瀧本雅志訳 新着図書コーナー 501.83:Dez 

水環境設備ハンドブック : 「水」をめぐる都市・建築・施設・設備のすべてがわかる本 / 竹村公太郎 

[ほか] 編 
参考図書コーナー 517.036:Miz 

自然災害と防災の事典 / 寶馨, 戸田圭一, 橋本学編 参考図書コーナー 519.9:Shi 

スマートグリッド教科書 / 合田忠弘, 諸住哲監修 新着図書コーナー 543.1:Sum 
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２０１２年３月号 

歌詞"wander" にどうしても重なってしまう。空間的に世界

中に散らばってしまうという意味で。。。また、１番の最

後の " we meet at last "は最後の審判後の再会を意味して

いると思われ、讃美歌４０５番「神ともにいまして」の原

詩、「God be with you till we meet again」  "（天国の）イ

エス様の御許でまた会いましょう" と同様に「別れ」では

なく、「再会」に主眼がある。この世を超えて遥かな未来

にまで思いを馳せる信仰が如実に表われていると言えよ

う。(YouTubeで英語の原曲の合唱の視聴可) 

ともあれ、別れに重きを置く日本語の歌詞も品があり、何

かしら郷愁を誘うところが好きである。 

"高校時代の恩師の先生の葬儀の出棺の時、この歌で先生

を見送りました。出棺の時に歌おうと決めたわけでもない

のに、どこからかこの歌が聞こえて、それが合唱になっ

た。卒業式で歌うより強烈に印象に残っています。"との

コメントがYouTubeにあった。思うに、誰でも学校では多

少なりとも何らかの恩を先生から受けて

いるのではないだろうか？ その点で

もっと再評価され、歌い継がれていって

いい歌ではないかと思う。日本、さらに

元祖のアメリカでも。                

(松) 

 少し前だが、TVのクイズ番組で "「仰げば尊し」の原曲

はアメリカにあった。" との言及があった。調べてみると

桜井雅人一橋大学名誉教授が「The song echo」（1871年

発行）に「Song for the close of school」（卒業の歌）とし

て収録されているのを見つけた。  という記事が元だっ

た。（聞蔵Ⅱ「あおげば尊し」で検索可。ただし現在アメ

リカではほとんど歌われていないようである。） 

 

Song for the Close of School   Words by T.H.Brosnan 

1. We part today to meet, perchance, Till God shall call us 

home; 

  And from this room we wander forth, Alone, alone to roam. 

  And friends we've known in childhood's days May live but in 

the past. 

  But in the realms of light and love May we meet at last.  

 

日本の歌（詩曲共）とばかり思っていたが、意外な事実に

少なからず驚いた。原曲の歌詞も卒業をテーマとしている

点で共通しているが、クラスメートを主に扱っているのが

日本とは異なるところである。個人的な感想で恐縮だが、

2行目の"wander" は「Doshisha College Song」  の１番の

コラム 「仰げば尊し」のルーツはアメリカ！ 

産  業     

農林水産業を支える生物多様性の評価と課題 / 日本農学会編 新着図書コーナー 613.6:Nor 

地産地消と学校給食 : 有機農業と食育のまちづくり / 安井孝著 新着図書コーナー 615.71:Yuk:(01) 

パークマネジメント : 地域で活かされる公園づくり / 田代順孝 [ほか] 編著 新着図書コーナー 629.3:Pak 

珍獣の医学 / 田向健一著 新着図書コーナー 649.04:Chi 

菌と世界の森林再生 / 小川真著 新着図書コーナー 653.4:Kin 

観光のユニバーサルデザイン : 歴史都市と世界遺産のバリアフリー / 秋山哲男 [ほか] 著 新着図書コーナー 689:Kan 

アニメ・マンガで地域振興 : まちのファンを生むコンテンツツーリズム開発法 / 山村高淑著 新着図書コーナー 689.4:Ani 

よくわかるiPhoneアプリ開発の教科書 / 森巧尚著 新着図書コーナー 694.6:Yok 

   
芸  術     

やっぱり好きだ!草間彌生。 / ペン編集部編 新着図書コーナー 702.16:Yap 

反アート入門 / 椹木野衣著 新着図書コーナー 704:Han 

じっくり見たい『源氏物語絵巻』 / 佐野みどり著 新着図書コーナー 721.2:Jik 

中国書道史 / 大東文化大学書道研究所編 新着図書コーナー 728.08:Sho:(02) 

印篭カメラ冩真帖 / 植田正治著 ; 神埼絢子編 新着図書コーナー 748:Inr 

アジアのポピュラー音楽 : グローバルとローカルの相克 / 井上貴子編著 新着図書コーナー 761.13:Sos:(4) 

パワー・オブ・フィルム : 名画の法則 / ハワード・スーバー著 ; 森マサフミ, 長土居政史訳 新着図書コーナー 778.01:Paw 

アフリカサッカー : 歓喜と苦悩の50年 / イアン・ホーキー著 ; 伊藤真訳 新着図書コーナー 783.47:Afu 

   
言   語     

オンラインゲームを支える技術 : 壮大なプレイ空間の舞台裏 / 中嶋謙互著 新着図書コーナー 798.5:Onr 

世界言語の人称代名詞とその系譜 : 人類言語史5万年の足跡 / 松本克己著 新着図書コーナー 801.5:Sek 

英語にあきたら多言語を! : ポリグロットの真実 / トニー・ラズロ著 : 小栗左多里画 ベストセラーコーナー 807:Eig 

複言語・複文化主義とは何か : ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ / 細川英

雄, 西山教行編 
新着図書コーナー 807:Rit:(01) 

日常・ビジネスに役立つ中国語の30秒スピーチ / 塚本慶一, 井上俊治著 新着図書コーナー 809.4:Nic 

伝える!作文の練習問題 / 野内良三著 新着図書コーナー 816:Tsu 

英語力を激変させる英字新聞活用術 / 崔宰鳳著 ; 大川義之訳 新着図書コーナー 835:Aro:(02) 

   
文  学     

江國香織とっておき作品集 / 江國香織著 新着図書コーナー 913.6:Eku 

坂の上の雲 / 司馬遼太郎著 新着図書コーナー 913.6:Shi:(1) 

共喰い / 田中慎弥著 新着図書コーナー 913.6:Tan 

人の心がつくりだすもの / 河合隼雄著 新着図書コーナー 914.6:Kaw 

チェーホフ短篇集 : 新訳 / アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフ著 ; 沼野充義訳 新着図書コーナー 983:Che 



 [問合先] 資料サービス担当 

電話 0857（31）5672 

Email: ac-shiryousa@adm.tottori-u.ac.jp 

お電話でのお問い合わせは平日9～１７時でお願い致します。 

鳥取大学附属図書館 中央図書館 

ホームページもご覧ください。 
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/ 

ご存知ですか？移動図書館車 
毎月第2木曜日の12:20-13:00に図書館前へ、本を3000冊も積ん

だ鳥取市立図書館の移動図書館車がやってきます。 
 

 

鳥取市立図書館の貸出カードで本を借りることができます。 

その場でカードが作れます。 

 

[スケジュール] ３月：８日、２２日  ４月：１２日 
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図書館正面玄関周りは自転車駐輪場ではありません。

各学部所定の位置に駐輪をお願い致します。 

お願い 自転車の駐輪 について 

図書館内では、蓋の付いた飲み物（蓋をすれば逆さまにし

てもこぼれないもの）以外はご遠慮いただいています。 

またLC（ラーニングコモンズ）以外では、お静かにお願

いいたします。 

ゴミはお持ち帰りいただくか、鳥取市のゴミ規定に即し

て捨ててください。 

お願い 館内でのマナー について 

省エネルギー・節電のご協力をよろしくお願い致します。 

また、エレベーターのご利用は控えめにお願い致します。 

なお、暖房は１２月から３月末まで 

（室温１９℃以下の場合）です。 

３月中、第４閲覧室は閉室しています。 

お願い 省エネルギー、節電 について 

●春季休業期の土日祝日にも開館

します。 

●３月３０日から４月１日は閉館しま

す。 

 

●４月２７日の図書館整理日は午前

中閉館します。 

 ＬＣ（ラーニングコモンズ）/１階ホー

ル部分はご利用できます。 

＜不審者・盗難 注意＞ 

不審者・盗難等に注意し、自分の荷物は

自己責任で管理してください。 

☆鳥取大学附属図書館 ３・４月の開館スケジュール  Library Calendar 2012☆ 


