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セレクトショップの楽しみ
柳楽

節子

セレクトショップを見て歩くのが私の楽しみの一つとなって、もう５〜６年が過ぎるだろうか。神
戸にも、BEAMS・SHIPS・UNITED ARROWS などの他に次々とショップがオープンし、街を歩く楽
しみも増えてきている。セレクトショップの面白さは、それぞれのショップのコンセプトとセンスが
そこの品揃えから読み取る事が出来る点にある。また、商品が衣類だけではなく家具・雑貨なども販
売されており、そのショップが提案するライフスタイルが垣間見えて一層楽しい。それらのショップ
をぐるりと一巡すれば、今新しいとされている商品、更に言えば今の時代の 空気 や 気分 といっ
たものを確実に見て取ることが出来るのだ。
何年か前に、あるセレクトショップで、柳宗理がデザインした食器を購入した。北欧から輸入され
た洋服やバッグの隣に、なんの違和感もなく柳のティーカップやカトラリーがディスプレイされてい
た。私はそこの空間に、すっきりとして上品な日本の美を感じ、そのショップのセンスに脱帽した。
柳宗理の名前は私にとって知識としてはあったものの、それまでは特に興味を抱く存在ではなかった。
しかし、その時食器を購入したことにより、柳のプロダクトデザインの全容に対し、にわかに興味が
湧いてきたのである。その後、しばらくして雑誌で柳宗理の特集が組まれ、全仕事を紹介する展覧会
が開催されるなどして約２年が経つが、ブームは今も静かに続いているようである。柳宗理は、
「民芸
運動」の中心人物であった柳宗悦の息子として１
９１５年に生まれ、現在もプロダクトデザイナーとして
活躍している。家具、食器、キッチンウェア、インテリアファブリックなどのデザインは、不思議に
今の時代に新しさを感じさせながら、同時にある種の懐かしさも伝えてくる独特の魅力を持っている。
一組のカップとソーサーが、私にその背景にあった「民芸運動」と柳のプロダクトデザインの発想に
ついて、知るきっかけを与えてくれた。
私はセレクトショップという、時代に最も敏感な場所で食器を買うことによって、予期せずに「民
芸運動」に出会ったことになるが、考えてみれば衣類も家具や雑貨も、現在商品として在るものの背
後には必ずそれらのデザインの歴史が存在するのだ。家具でも自動車でもまた食器でも好きなデザイ
ンについて知りたいと思ったら、図書館へ行って関連の本を探してみてほしい。過去に存在したデザ
インのなかに、意外に新鮮に見えるものを発見することがある。そして今新しく見えるデザインは突
然に現れてきたものではなく、過去に何らかの形で存在していたことも解ってくる。それらを創り出
したデザイナーの経歴や作られた物の素材、時代背景等について自分で調べてみることで、更に新し
い視点でそれらの商品を見ることができるに違いない。
日々賑やかなセレクトショップと静かな佇まいの図書館、この２つの場所の組み合わせを私は大変
気に入っている。そしてセレクトショップが衣類に偏らず、もっと幅広く私達の興味をかき立てる商
品展開を見せてくれる事を望んでいる。そうすれば街歩きは更に楽しくなり、同時に学ぶ機会も増え
てくる、という考えは少々虫が良すぎるだろうか。
（なぎら
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せつこ／美術デザイン学科学科長）
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ジャパンナレッジ（JapanKnowlegde）を活用しよう！
！
ジャパンナレッジとは？
辞書 ､ 辞典 ､ 事典 ､ 地図 ､ 記事 ､ 書誌等３０以上のコンテンツから構成された知識データベースです。
一度に複数の辞 ･ 辞典をワンルックできるのが特徴です ｡
これを使って ､ 欲しい知識 ､ 情報 ､ 書籍等をオンラインで検索できます ｡
１

コンテンツの内容は
日本大百科全書（ニッポニカ）
デジタル大辞泉
Enclopedia of Japan
日本人名大辞典
情報 ･ 知識 imidas
現代用語の基礎知識
ランダムハウス英和大辞典

２

プログレッシブ英和中辞典
プログレッシブ和英中辞典
COBUILD 英英辞典
CAMBRIDGE 英英辞典
Web 版・最新英語情報辞典
科学技術略語大辞典
Multimedia Internet 事典

Rand McNally 世界地図
江戸東京重ね地図
週刊エコノミスト
NNA：アジア &EU 国際情報
６
０万冊の書誌データ ･bk１
世界の書籍 ･amzon.co.jp
等

検索語の入力と検索ボタン

検索語を入力する

検索ボタンをクリックする

検索結果を ｸﾘｯｸ すると
詳細が表示される
３

ジャパンナレッジを使用するには
兵庫大学附属図書館ホームページ

http://arena.hyogo-dai.ac.jp/lib  Web 資料
データベース辞書・辞典で探す
ジャパニナレッジ

４

具体的使用方法は
図書館に「ジャパンナレッジの使い方」というマニアルが置いてありますので ､ それを参照してください。
試してみよう！
！
SEIRAN
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紙上論文検索ガイダンス
雑誌論文を探す 〜検索の仕方から、論文の入手方法まで〜
CiNii（論文情報ナビゲータ）という DB を使って、下記のテーマの論文を探しましょう。
検索語を、検索対象を、検索語の組み合わせを工夫すると「ない」と思っていた論文を見つけるこ
とができます。

CiNii とは
学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用文献情報（どのよう
な論文を引用しているか、
また、
どのような論文から引用されているか）
をたどったり、本文を参照したりすることができます。

テーマ

①

幼児の体格と体力の関連性について

接続しましょう
附属図書館 HP
http://arena.hyogo-dai.ac.jp/lib  Web 資料
データベース雑誌論文を探す CiNii

②

検索しましょう
検索語にテーマそのままの「幼児の体格と体
力」と入力、検索対象を「論文名」にして、
検索してみましょう。  ３件しかヒット
しません。
そこで、検索語に「幼児」「体格」「体力」を別々に入力して、検索してみましょう。  １９件
ヒットしました。
このように、検索語の組み合わせを変えると「ない」と思っていた論文を見つけることができます。
また、検索語「体格」を「体型」や「身長」などに変えることでも、違う論文を見つけることが
できます。
検索語例） １）幼児の体格 and 体力
４件
２）幼児 and 体格 and 体力
１９件
３）幼児 and 体型 and 体力
１３件
４）幼児 and 身長
（体重）and 体力
２件 など

抄録
AND
OR が
選択できます。
著者名
論文名
雑誌名などが
選択できます。
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引用した文献
引用された文献
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検索結果の中から、一つ選んで論文名上をクリックすると、詳細表示されます。

著者名
論文名
雑誌名
出版事項

③

著者
論文のタイトル
掲載されている雑誌のタイトル
掲載されている雑誌の巻号・ページ
出版

本学所蔵雑誌の論文か確認しましょう
附属図書館 HP http://arena.hyogo-dai.ac.jp/lib 蔵書を探す兵庫大学 OPAC 検索条件
「体力科学（雑誌名）」を入力、検索対象「雑誌」にして検索しましょう。  １件ヒットしました。
CiNii の詳細結果を、本学所蔵年、所蔵巻号で確認しましょう。

雑誌名を入力しましょう

2000年から所蔵しています

④

本学図書館になかったら

１）他大学図書館に複写依頼を申し込むことで、論文を取り寄せることができます。
２）他大学図書館に閲覧依頼を申し込むことができます。
＊申し込みはカウンターまで

 本学所蔵

文献の探し方：情報検索に役立つ資料 

図書資料編
・大学生と「情報の活用」：情報探索入門 増補版（００７．
５／Ｄ１６／２）
・情報整理・検索に活かすインデックスのテクニック（００７．
５／Ｆ６７）
・情報検索の基礎知識（００７．
５／Ｊ
６６）
・情報検索演習 改訂（００７．
５／Ｊ
６６／（２）
）
・文科系学生の情報術（００７．
５／Ｏ２６）
・文献検索と整理：パソコンとインターネットをどう利用するか 第２版（００７．
５／ＳＵ８７／（２））
・文系のための情報リテラシー（００７．
５／ＫＡ２２）
・情報の基礎・基本と情報活用の実践力（００７．
６／Ｕ１７）
・現代人のための情報・文献調査マニュアル（０１５．
２／Ｊ
６６）
・文献調査法：調査・レポート・論文作成必携：情報リテラシー読本（０１５．
２／ＭＯ４５）

ビデオ資料編
・文献探索法の基礎（ＶＴＲ／０１０／ＴＯ−２）
・雑誌記事の調べ方（ＶＴＲ／０１０／ＴＯ−３）
・情報検索入門（ＶＴＲ／０１０／ＴＯ−３）
・データベース検索入門（ＶＴＲ／０１０／ＴＯ−５）

SEIRAN
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図 書 案 内
書

―平成17年4月〜平成17年9月より抜粋―
名

e ラーニングの理論と実際：システム技術から、教え・学び、
ビジネスとの統合まで
プログラミングに活かすデータ構造とアルゴリズムの基礎知識
情報社会とコンピュータ：大学生の新教養科目
Java ではじめるアルゴリズム入門：Eclipse による体験学習
ジャーナリズムの可能性
哲学の冒険：「マトリックス」でデカルトが解る
キーワード人間と発達
近代日本と仏教
「個の理解」をめざす発達研究
自分のこころからよむ臨床心理学入門
親鸞と浄土真宗
憲法解釈の論点 第４版
少子化のジェンダー分析
経営の経済学
経済・経営分析のための EXCEL 入門 新版
価値創造の会計学
アカウンティング：企業経営と会計情報
社会調査の考え方：論点と方法
児童福祉施設と実践方法：養護原理とソーシャルワーク ３訂
子どもと心がふれあうとき
フレーベルとペスタロッチ：その生涯と教育思想の比較
デューイ教育学の再構築
何のための教育か：人間形成の基礎・基本
栄養教諭とはなにか：「食に関する指導」の実践
子どもの心とからだの危機対応ガイドブック：これだけは知っておきたい最新看護知識：担任必携！必ず役立つ！
！
養護教諭のための学校保健 第４版
子どもの創造的思考力を育てる：１６の発問パターン
乳幼児の言語・行動発達：機能連関的研究
保育の考え方と実践：その基本を学ぶ
パーソナリティ特性推論の発達過程：幼児期・児童期を中心とした他者理解の発達モデル
幼児の世界と年間保育計画：
「ごっこ遊びと保育実践」
のヴィゴツキー的分析
０・１・２歳児のあそびと生活：発達にそって楽しく！保育のアイディア & アドバイス集 春
子どもの言語とコミュニケーションの指導
視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育
自閉症児の臨床と教育
日本料理語源集 新版
にっぽん台所文化史 増補
プログラマの数学
メディカル コ・メディカルの統計学
蛋白質科学入門：バイオサイエンスのための
培養できない微生物たち：自然環境中での微生物の姿
X 染色体：男と女を決めるもの
DNA から解き明かされる形づくりと進化の不思議
体表解剖学
骨と軟骨のバイオロジー：基礎から臨床への展開
生体リズムの動的モデルとその解析：ME と非線形力学系
筋骨格系のキネシオロジー
血液細胞ノート：形態速習アトラス
アミノ酸セミナー
脂質生物学がわかる：脂質メディエーターの機能からシグナル伝達まで
検査データの生理的変動：原理から実践へ
運動療法と運動処方：生活習慣病対策および健康維持・増進のための
食塩と高血圧
身体的発育発達論序説
長寿の要因：沖縄社会のライフスタイルと疾病
健康・栄養食品アドバイザリースタッフ・テキストブック 第３版
食事計画論：QOL を高める食を求めて 新版
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著 者 名

岡本敏雄［ほか］編著
今泉貴史著
富田真治，藤井康雄編著
山地秀美著
野中章弘編
マーク・ローランズ著 / 石塚あおい訳
神戸大学発達科学部編集委員会編
末木文美士著
三宅和夫［ほか］著
丹野義彦，坂本真士著
今井雅晴著
内野正幸著
目黒依子，西岡八郎編
丸山雅祥著
田中克明著
古賀智敏著
佐藤誠二，佐藤和美著
ティム・メイ著：中野正大監訳
北川清一編著
土井一博著
J．H．ボードマン著 / 乙訓稔訳
杉浦美朗著
福田昭昌著
女子栄養大学栄養教諭研究会編
山本捷子，坂本洋子編著
出井美智子［ほか］共著
江川 ̲ 成著
村井潤一編著 / 小山正［ほか］執筆
滝川光治，小栗正裕編著
清水由紀著
神谷栄司著
学習研究社［編］
D．K．
バーンスタイン，E．
ティーガーマン編
今野正良，土橋圭子編集
氏森英亞編著
中村幸平著
小菅桂子著
結城浩著
仮谷太一［ほか］著
有坂文雄著
RitaR．Colwell，D．JayGrimes 編
デイヴィッド・ベインブリッジ著
SeanB．Carroll
［ほか］著
岩本壮太郎著
藤井克之，井上一編集
川上博編著
DonaldA．Neumann 著
巽典之編集：久保田勝秀［ほか］著
日本必須アミノ酸協会編
清水孝雄編集
CallumG．
Fraser 著 / 中甫訳
佐藤祐造編著
藤田敏郎編集
松浦義行著
柊山幸志郎編
山田和彦，松村康弘編著
山口蒼生子［ほか］共著

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

書

名

医療・介護老人保健施設における臨地実習マニュアル：臨床栄養学
認定病態栄養専門師のための病態栄養ガイドブック 改訂版
母子保健マニュアル 改訂５版
学生のための現代公衆衛生 第５版
幼児のための環境デザイン：園舎・園庭を考える
サーバ負荷分散技術
はじめて読む XML：標準データ記述言語入門
チョコレート・ココアの科学と機能 限定版
食品流通の構造変動とフードシステム
健康料理
おいしい和食をつくるコツ：料理の味と調理を科学の目で解明
韓国料理：伝統の味・四季の味
サンドイッチ大全
ぜひ知っておきたい農薬と農産物
心脳マーケティング：顧客の無意識を解き明かす
眼の冒険：デザインの道具箱
仏画入門：ほとけを描く
デザインの生態学：新しいデザインの教科書
やさしいダンスの物理学：ダンサーの動きは、なぜ美しいのか
動きでわかる解剖と機能
幼児の有酸素性能力の発達
スポーツ選手のための動作法：基礎・実践・研究
健康運動プログラムの基礎：陸上運動と水中運動からの科学的アプローチ

著 者 名

寺本房子［ほか］編著
日本病態栄養学会編
高野陽［ほか］加藤忠明編集
中村泉，三浦悌二著
仙田満著 / 藤塚光政［ほか］撮影
TonyBourke 著 / 上谷一，
横山晴庸訳
日本ユニテック Web 技術研究グループ著
福場博保［ほか］編
小山周三，梅沢昌太郎編集
アメリカ料理大学編著
河野友美［ほか］著
李信徳著
竹野豊子著
坂井道彦，小池康雄編著
ジェラルド・ザルトマン著
松田行正著
真鍋俊照著
後藤武［ほか］著
ケネス・ローズ著
JosephE．Donnelly 著
吉澤茂弘著
星野公夫編著 / 飯嶋正博［ほか］著
北川薫編著

約束するサル：進化からみた人の心

おすすめの本

（小田 亮著 柏書房）
ヒトが「約束」
をし、感情を持つことは、
淘汰されないための進化だったのか？
進化生物学から読み説くヒトの心と行
動に隠された、適応と進化の長い長い
時間。心理学にはないオモシロ人間学。
（「MARC」
データベースより）

おもしろ日本音楽の楽しみ方

保健室はなぜ居心地がいいのか

（釣谷 真弓著 東京堂出版）
筝曲、雅楽、能楽、歌舞伎、民謡を中
心に、多様な日本の伝統音楽の世界、
伝統芸能の魅力、その楽しみ方を筝曲
家ならではの視点と語り口で生き生き
と紹介。聞く前に、観る前に読んで役立
つガイドブック。
（「MARC」
データベースより）

（金子 由美子著 学事出版）
中学校の保健室では、毎日思春期の
ドラマが展開されている。悩んだり、泣
いたり、笑ったり、自分の気持ちに正直
に向き合い「今」を大切に生きようとす
る「思春期の素顔」のスケッチ。
『月刊
生徒指導』連載をまとめる。
（「MARC」
データベースより）

夜型人間の健康学
（本橋 豊著 山海堂）
不規則な生活習慣を余儀なくされ
る夜型ライフスタイルが、生体リズム
（睡眠、胃腸、神経・精神障害等）に
いかに影響を及ぼすかを検証。
（「MARC」データベースより）

図解わかる政治のしくみ
（堀内 伸浩著 ダイヤモンド社）
国会・内閣のしくみ、総理大臣の権
限、新省庁の組織と役割、政治家の仕
事など、国民と政治とのかかわりがわ
かる。政治の「なぜ」にズバリと答え、
政治のニュースがすっきりわかる。
（「MARC」データベースより）




 購入希望制度について



必要とする資料（図書・ＤＶＤ・ＣＤ）が図書館にない場合、リクエストすることができます。




「資料購入要求書」に記入し、カウンターに提出してください。




回答は〈受付状況〉〈整理完了のお知らせ〉で掲示します。



SEIRAN

７








お 知 ら せ

図書館の開館時間
曜

日

月〜金
土

開
館
授業が午後まである日
定期試験期間
９：００〜２１：００
９：００〜１７：００

時
間
授業が午前中のみの日
授業がない日
９：００〜１７：００
９：００〜１５：００

レファレンス、ＩＬＬ（他大学との相互利用）および市民、卒業生の新規利用申込み
曜

日

月〜金
土
※

受
付
授業が午後まである日
定期試験期間
９：００〜１８：３０
９：００〜１７：００

時
間
授業が午前中のみの日
授業がない日
９：００〜１７：００
９：００〜１５：００

臨時の休館および開館時間を変更する場合は、ホームページ、
電子掲示板、学部掲示板等で お知らせします ｡


 和雑誌の新規購入および購読中止について 

次の雑誌の新規購入が決まりました。これらの雑誌は後期より利用可能とな
ります。
・ヘルスケア・レストラン
・Journal of Integrated Medicine
・健康心理学研究
・心身医学
・保育情報
・保育の友
以下の雑誌が購読中止になりました。
・Fund management
・金融ビジネス
・クオリティマネジメント
・都市問題
・人間工学
・健康管理
・藝術新潮
・Casa brutus : life design magazine, Design news
・日本の美術
・エネルギー
・教育
・道徳教育
・日本物理学会誌









今回は図書館の利用方法に焦点を置いて編集しました ｡




図書館は気軽に利用できる施設です。
図書館を気軽に活用して
､
大学生活が有


 意義になることを願っています ｡



 最後に ､ 色々と忙しい中 ､ 原稿依頼を気持ちよく引き受けてくださった教員の皆 


（Ｎ・Ｆ＆Ａ・Ｙ） 
 様に厚くお礼を申し上げます ｡




編 集 後 記

平成１７年１０月１日発行
編集 兵庫大学附属図書館
発行
〒６７５-０１９５
加古川市平岡町新在家２３０１
TEL ０７９４-２７-９９８１
FAX ０７９４-２７-９９９６
http://arena.hyogo-dai.ac.jp/lib

