
4/3 ～ 9オリエンテーション
4/10 ～ 26図書館ツアー

5/6 ～ 6/28 情報検索ガイダンス 7/7・14・21・28日曜特別開館
7/5 ～ 30試験期１冊一夜貸
7/31 ～ 9/18 夏季長期貸出

8/5 ブックハンティング（予定） 10/1 ～ 7図書館ツアー
10/1 ～ 11/29情報検索ガイダンス
10/8 ブックハンティング（予定）

11/9 ～ 10秋桜祭

1/12 日曜特別開館
1/10 ～ 2/3 試験期 1冊一夜貸

12/15・22日曜特別開館 2/2 日曜特別開館
2/5～3/19 春季長期貸出

　文学の研究をしてきた私は、まず言葉の来歴をたずねてみたくなるのだが、「図
書館」という語は、むろん江戸までは遡らない、明治以降の近代の言葉なのだ。
それも最初は「書籍館」と言っていた。E・A・ポーのThe Black Catの本邦初訳
「西洋

怪談黒猫」（饗庭篁村訳、明21）にその用例がある。
　さらに四年後の樋口一葉の「日記」に「ひる飯直に家を出づ　図書館行きの約
束あればなり」（明治25年3月21日）と出ているから、「図書館」は明治二十年代
半ばには一般化していたといってよいであろう。
　この図書館は今の国立国会図書館の前身で、森鷗外作「青年」（明43）の第十
章に主人公小泉純一が「美術学校と図書館との間を曲がる曲がり角で、巡査が突
然角灯を顔のところへ出したので、びつくりした」とあるように、当時は美校（現
東京藝術大学）と同じ上野公園内にあった。
　一葉は友人（田中みの子）と約束して本郷菊坂町の家から出かけたのだったが、
「目録書の台の上にしきりになにかしたため居給ふはみの子ぬし也、走り寄りて
声ひくに挨拶す」と書かれているように、図書館はこの時代から、そしてつい最
近まで、個人おのおのが読書をし勉強をする場所だった。当然ながら館内は静謐
の保たれる空間だったので、一葉は声を低くして先着の友人に挨拶をしたわけで
ある。
　ところが、今やPBLやアクティブラーニングの授業の飛躍的な増加に伴い、学
習の場として、本学の三階のようなスペースが設けられるようになり、互いに声
を出し言葉を交わし合うグループ（集団）学習が盛んに行われている。時代の動
向に応じた変化だといえるが、しかし大学での「学び」は、もとよりこれに尽き
るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―
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◇図書の館 
　― 往復運動の場としての ― 
 （吉田　昌志）

◇図書館のこれまで、
　そしてこれから （藤崎　春代）

◇連携を深め、学術資源の魅力を
　発信する （安蔵　裕子）

◇図書館特別展2018－2019

◇昭和女子大学図書館
　デジタルアーカイブ公開

◇2019年度　図書館年間スケジュール

2019 年度　図書館年間スケジュール

光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。

連携を深め、学術資源の魅力を発信する
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平成30年春の特別展から、「人見東明の業績」展示風景 平成30年春の特別展から、創立者と集う昭和6年の
「春の光葉会」（本学同窓会）　本学所蔵写真
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞

光葉博物館長
安蔵　裕子
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それも最初は「書籍館」と言っていた。E・A・ポーのThe Black Catの本邦初訳
「西洋

怪談黒猫」（饗庭篁村訳、明21）にその用例がある。
　さらに四年後の樋口一葉の「日記」に「ひる飯直に家を出づ　図書館行きの約
束あればなり」（明治25年3月21日）と出ているから、「図書館」は明治二十年代
半ばには一般化していたといってよいであろう。
　この図書館は今の国立国会図書館の前身で、森鷗外作「青年」（明43）の第十
章に主人公小泉純一が「美術学校と図書館との間を曲がる曲がり角で、巡査が突
然角灯を顔のところへ出したので、びつくりした」とあるように、当時は美校（現
東京藝術大学）と同じ上野公園内にあった。
　一葉は友人（田中みの子）と約束して本郷菊坂町の家から出かけたのだったが、
「目録書の台の上にしきりになにかしたため居給ふはみの子ぬし也、走り寄りて
声ひくに挨拶す」と書かれているように、図書館はこの時代から、そしてつい最
近まで、個人おのおのが読書をし勉強をする場所だった。当然ながら館内は静謐
の保たれる空間だったので、一葉は声を低くして先着の友人に挨拶をしたわけで
ある。
　ところが、今やPBLやアクティブラーニングの授業の飛躍的な増加に伴い、学
習の場として、本学の三階のようなスペースが設けられるようになり、互いに声
を出し言葉を交わし合うグループ（集団）学習が盛んに行われている。時代の動
向に応じた変化だといえるが、しかし大学での「学び」は、もとよりこれに尽き
るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―
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光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。
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平成30年春の特別展から、「人見東明の業績」展示風景 平成30年春の特別展から、創立者と集う昭和6年の
「春の光葉会」（本学同窓会）　本学所蔵写真

https://archive.keiyou.jp/swu

　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞

光葉博物館長
安蔵　裕子
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4/10 ～ 26図書館ツアー

5/6 ～ 6/28 情報検索ガイダンス 7/7・14・21・28日曜特別開館
7/5 ～ 30試験期１冊一夜貸
7/31 ～ 9/18 夏季長期貸出

8/5 ブックハンティング（予定） 10/1 ～ 7図書館ツアー
10/1 ～ 11/29情報検索ガイダンス
10/8 ブックハンティング（予定）

11/9 ～ 10秋桜祭
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章に主人公小泉純一が「美術学校と図書館との間を曲がる曲がり角で、巡査が突
然角灯を顔のところへ出したので、びつくりした」とあるように、当時は美校（現
東京藝術大学）と同じ上野公園内にあった。
　一葉は友人（田中みの子）と約束して本郷菊坂町の家から出かけたのだったが、
「目録書の台の上にしきりになにかしたため居給ふはみの子ぬし也、走り寄りて
声ひくに挨拶す」と書かれているように、図書館はこの時代から、そしてつい最
近まで、個人おのおのが読書をし勉強をする場所だった。当然ながら館内は静謐
の保たれる空間だったので、一葉は声を低くして先着の友人に挨拶をしたわけで
ある。
　ところが、今やPBLやアクティブラーニングの授業の飛躍的な増加に伴い、学
習の場として、本学の三階のようなスペースが設けられるようになり、互いに声
を出し言葉を交わし合うグループ（集団）学習が盛んに行われている。時代の動
向に応じた変化だといえるが、しかし大学での「学び」は、もとよりこれに尽き
るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―
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◇図書館のこれまで、
　そしてこれから （藤崎　春代）

◇連携を深め、学術資源の魅力を
　発信する （安蔵　裕子）

◇図書館特別展2018－2019

◇昭和女子大学図書館
　デジタルアーカイブ公開

◇2019年度　図書館年間スケジュール
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光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。
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平成30年春の特別展から、「人見東明の業績」展示風景 平成30年春の特別展から、創立者と集う昭和6年の
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞

光葉博物館長
安蔵　裕子
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5/6 ～ 6/28 情報検索ガイダンス 7/7・14・21・28日曜特別開館
7/5 ～ 30試験期１冊一夜貸
7/31 ～ 9/18 夏季長期貸出

8/5 ブックハンティング（予定） 10/1 ～ 7図書館ツアー
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11/9 ～ 10秋桜祭
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1/10 ～ 2/3 試験期 1冊一夜貸

12/15・22日曜特別開館 2/2 日曜特別開館
2/5～3/19 春季長期貸出
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それも最初は「書籍館」と言っていた。E・A・ポーのThe Black Catの本邦初訳
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「目録書の台の上にしきりになにかしたため居給ふはみの子ぬし也、走り寄りて
声ひくに挨拶す」と書かれているように、図書館はこの時代から、そしてつい最
近まで、個人おのおのが読書をし勉強をする場所だった。当然ながら館内は静謐
の保たれる空間だったので、一葉は声を低くして先着の友人に挨拶をしたわけで
ある。
　ところが、今やPBLやアクティブラーニングの授業の飛躍的な増加に伴い、学
習の場として、本学の三階のようなスペースが設けられるようになり、互いに声
を出し言葉を交わし合うグループ（集団）学習が盛んに行われている。時代の動
向に応じた変化だといえるが、しかし大学での「学び」は、もとよりこれに尽き
るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―
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　そしてこれから （藤崎　春代）

◇連携を深め、学術資源の魅力を
　発信する （安蔵　裕子）
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　デジタルアーカイブ公開

◇2019年度　図書館年間スケジュール
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光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞

光葉博物館長
安蔵　裕子
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7/31 ～ 9/18 夏季長期貸出

8/5 ブックハンティング（予定） 10/1 ～ 7図書館ツアー
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10/8 ブックハンティング（予定）

11/9 ～ 10秋桜祭
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1/10 ～ 2/3 試験期 1冊一夜貸

12/15・22日曜特別開館 2/2 日曜特別開館
2/5～3/19 春季長期貸出
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それも最初は「書籍館」と言っていた。E・A・ポーのThe Black Catの本邦初訳
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を出し言葉を交わし合うグループ（集団）学習が盛んに行われている。時代の動
向に応じた変化だといえるが、しかし大学での「学び」は、もとよりこれに尽き
るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―
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光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞
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7/31 ～ 9/18 夏季長期貸出

8/5 ブックハンティング（予定） 10/1 ～ 7図書館ツアー
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書館」という語は、むろん江戸までは遡らない、明治以降の近代の言葉なのだ。
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「西洋
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声ひくに挨拶す」と書かれているように、図書館はこの時代から、そしてつい最
近まで、個人おのおのが読書をし勉強をする場所だった。当然ながら館内は静謐
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また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。
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図書館長 吉 田 昌 志
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光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞
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声ひくに挨拶す」と書かれているように、図書館はこの時代から、そしてつい最
近まで、個人おのおのが読書をし勉強をする場所だった。当然ながら館内は静謐
の保たれる空間だったので、一葉は声を低くして先着の友人に挨拶をしたわけで
ある。
　ところが、今やPBLやアクティブラーニングの授業の飛躍的な増加に伴い、学
習の場として、本学の三階のようなスペースが設けられるようになり、互いに声
を出し言葉を交わし合うグループ（集団）学習が盛んに行われている。時代の動
向に応じた変化だといえるが、しかし大学での「学び」は、もとよりこれに尽き
るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―
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　そしてこれから （藤崎　春代）

◇連携を深め、学術資源の魅力を
　発信する （安蔵　裕子）
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　デジタルアーカイブ公開
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光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞

光葉博物館長
安蔵　裕子
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7/5 ～ 30試験期１冊一夜貸
7/31 ～ 9/18 夏季長期貸出

8/5 ブックハンティング（予定） 10/1 ～ 7図書館ツアー
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10/8 ブックハンティング（予定）
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1/10 ～ 2/3 試験期 1冊一夜貸

12/15・22日曜特別開館 2/2 日曜特別開館
2/5～3/19 春季長期貸出
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然角灯を顔のところへ出したので、びつくりした」とあるように、当時は美校（現
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るものではない。
　というのは、他人との交流、対話を通していったん得られたものを内面化する
ため、今度は自分と向き合い、それを個としての成長につなげる時間と場所が、
どうしても必要になるはずだからである。本学図書館でいえば、四階と地下の書
庫がそれにあたる。
　つまり、三階での勉強は「学び」の始まりにすぎず、三階と四階とを往復し、
また三階から地下の書庫への移動によって、初めて自分を深めることができるの
だ。四階と書庫とが、一葉の時代と同じく、他をはばかって「声ひくに」過ごす
静かで穏やかな場所であることはいうまでもない。
　図書館を利用する皆さんには、この「往復」運動をぜひとも毎日の日課とし、
みずからの知力を鍛え上げていただきたい。
　このたび図書館長になった私の最初のお願いである。

副 学 長
図書館長 吉 田 昌 志

図書の館
 ― 往復運動の場としての ―

=CONTENTS＝
YOSHIDA Masashi

◇図書の館 
　― 往復運動の場としての ― 
 （吉田　昌志）

◇図書館のこれまで、
　そしてこれから （藤崎　春代）

◇連携を深め、学術資源の魅力を
　発信する （安蔵　裕子）

◇図書館特別展2018－2019

◇昭和女子大学図書館
　デジタルアーカイブ公開

◇2019年度　図書館年間スケジュール

2019 年度　図書館年間スケジュール

光葉博物館では昨年、図書館開設70周年、「近代文庫」創設60周年を記念し、春の特別展「ことばのい
ろ ことばのおと ～人見東明と白秋・露風の詩の世界～」（6月1日～30日）を、図書館と連携して開催した。
明治から大正初期における日本近代詩の成立と展開を軸に、本学創立者人見圓吉（筆名は東明）をはじめ、
同時期に詩の歩みを進め活躍した北原白秋、三木露風の詩業を紹介するとともに、創立者が女子教育へ専
心し、菊池寛賞を受賞した『近代文学研究叢書』刊行に至る軌跡を辿る展覧会である。監修には、本学の
近代文学研究者諸氏（吉田昌志先生、笛木美佳先生、福田委千代先生、平野晶子先生）のご尽力をいただき、
個性的な展示構成が試みられた。それは「宗教・異国趣味」「女性」「季節・色彩・音」をテーマに、作者
それぞれの詩風を、表現の特性（音への気配り、色彩に託された気分、語表現、リズムなど）から解析す
る方法によって、来館者が詩に親しみ鑑賞を深めるものであった。「近代文庫」の貴重な資料の魅力を新
たな学術的視点をもって輝かせ公開することができたことは、古川真人前図書館長をはじめ、開催に際し
ご協力くださった関係各部署の皆様のご研鑽とご指導の賜物と、心より御礼申し上げたい。
図書館の蔵書を公開した展覧会には、平成21年の、大学院文学研究科35周年記念「昭和女子大学図書館

貴重書展」が思い出される。図書館収蔵品からは、日本の近代文学・古典文学、英米文学の各分野の貴重
書が精選された。創立者が、やがて大学院を設置して「女子最高の能力を養い、且つ発揮せしめる所とし
たい。（中略）幼稚園から大学院まで一貫した教育を行なって文化と人物を作る」（「昭和女子大三十年史」『学
苑』119号昭和25年10月号）ことによって世に奉仕したいと願い、努力を怠らない覚悟のもとに蒐集した
学術資源が学園発展の礎となったことを表す展覧会であった。
さて私立大学博物館における自校史の展覧会について、他大学の事例を参照し比較すると、本学図書館

が建学の精神と密接不可分の関係にあり、その自校史の独自性を、展示を通して探究し続けることの意義
を改めて理解できる。この後も、所蔵資料の情報を研究成果とともに公開しつつ、学園の歩みに関わる展
覧会が歴史を刻むであろう。学園創立100周年を目前に今年は、光葉同窓会に因み命名された光葉博物館が、
博物館相当施設の指定を受けてから25周年を迎える。この節目の年に、「光葉」の名の源流に思いを馳せ、
博物館が図書館との連携を深め、学術資源の発信力を培い、展示施設としての機能をさらに発揮させてゆ
くよう願ってやまない。

連携を深め、学術資源の魅力を発信する
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平成30年春の特別展から、「人見東明の業績」展示風景 平成30年春の特別展から、創立者と集う昭和6年の
「春の光葉会」（本学同窓会）　本学所蔵写真
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　70年前の図書館開設日と同じ11月3日（平成30年）に「昭和女
子大学図書館デジタルアーカイブ」を公開した。本学の貴重資
料等知的財産をデジタル化して永続的に保存し、デジタルアー
カイブで広く社会に提供している。現在は、学園史に関係する
資料や夏目漱石と芥川龍之介・久米正雄の往復書簡、女大学、
錦絵等の資料を見ることができる。今後も特殊コレクション資
料をデジタル化し、順次公開していく予定である。ぜひご覧い
ただきたい。

最新の情報は図書館ホームページ参照。

開館時間　■8：45 ～ 21：30 ■8：45 ～ 20：00 ■8：45 ～ 18：00 ■8：45 ～ 17：00 ■9：00 ～ 16：00 ■休館

昭和女子大学図書館デジタルアーカイブ公開
 ＜図書館開設 70 周年・近代文庫創設 60 周年記念事業＞

光葉博物館長
安蔵　裕子
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2019 年度　開館カレンダー
最新の情報は図書館ホームページ参照。


