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を設置しました！ 
 中央図書館（1Ｆ、2Ｆ）、医学図書館（1Ｆ）共に入退館ゲートを新しく設置しました。 

 入館の際、学生証（教職員・学外者は利用者カード）による認証が必要となります。図書館をご利用の際は

学生証または利用者カードをお忘れなく！ 

入館ゲート 

学生証または利用者カードのバーコードをリーダー

に読み取らせるとゲートが開きます。   

リーダー部分 

退館ゲート 

特に手続きは必要ありません。近づくとゲート

が開いて出ることができます。 

貸出手続きをしないまま資料を持って出ようと

すると、アラーム音が鳴りゲートから出ること

ができません。 

アラーム音鳴動時 

★中央図書館1階・医学図書館 

入館ゲート、退館ゲートが一体となっています。 

入館できなかった際は1階サービスデスクに居る職員までカードをお持

ちの上お越しください。 

★中央図書館2階 



秋田大学附属図書館では、ウィリアム・シェイクスピアの１８世紀の主なテキストが揃う、国内でも有数

のコレクション82冊を所蔵しています。そのうち73冊の電子化を行いました。原資料を忠実に再現するた

め表紙や文字・絵の書かれているページはもちろん白紙ページまで電子化しています。 

閲覧を希望される方は中央図書館サービスデスクまでお申込みください。なお、電子化した資料はイン

ターネットでの公開を予定しています。公開時には図書館ホームページ等にてお知らせします。   

1、The works of Mr. William Shakespear : in six vol-

umes : adorn'd with cuts 

ニコラス ロウが編纂したシェイクスピア全集。ロウ本と呼ば

れる。全集としては初めて編纂者の明示、挿絵がされた。ま

た、序文として書かれた「Some Account of the Life,etc. 

of Mr.William Shakespeare」は史上初のシェイクスピアの伝

記とされる。 

2、The works of Shakespear : in six volumes : care-

fully revised and corrected by the former editions, 

and adorned with sculptures designed and executed 

by best hands 

トマス ハンマーが編纂・出版したシェイクスピア全集。

ハンマー本と呼ばれる。美しくて読みやすい活字、大判の挿

絵が入った豪華本であるが、内容としては18世紀に出版さ

れた全集の中ではもっとも価値の乏しいものとされる。 

3、The works of Shakespear : in eight volumes : the 

genuine text (collated with all former editions, and 

then corrected and emended) is here settled 

 ウィリアム ウォーバートンが編纂したシェイクスピア全

集。ウォーバートン本と呼ばれる。トマス ハンマーに注釈を

無断で使用されたことをきっかけとして編纂した。本文校訂

に恣意的なものが多く、トマス・エドワーズに批判された。  

4、The plays of William Shakespeare : in eight vol-

umes : with the corrections and illustrations of vari-

ous commentators : to which are added notes 

 サミュエル ジョンソンが編纂したシェイクスピア全集。

ジョンソン本と呼ばれる。推測による校訂は極力避けつつ、

簡にして要を得た注釈によってシェイクスピアを一般読者に

近づきやすくした。 

参考文献『シェイクスピア大事典』日本図書センター、2002 

     『シェイクスピア辞典』研究社、2000 
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書 

「シェイクスピア コレクション」      
を電子化しました  

■資料紹介 

 デジタル化した資料の一部を紹介します。 



※お申し込みの際は、サービスデスクまでお越しください。「特別利用カード」は発行ま

でに数日要しますのでご了承ください。 

 4月から秋田大学へ勤務することになった教員のみなさんへ、これからの研究活動に役立つ図書館の下記3

つのカードをご案内します。 

 最初に発行する必要のあるカードは、入館にも必要となる「利用者カード」です。このカードを持ってい

ないと、他2つのカードを申請することはできません。「特別利用（夜間入退館）カード」は教職員であれ

ばどなたでも申請可能です。「公費コピーカード」は中央図書館のみですが、公費の予算をお持ちであれば

可能です。 

 ぜひ3つのカードを申請して、図書館をフル活用してください。 

 図書館学習サポーター（としょサポ）は、学部2年次生
から大学院前期2年次生からなる学習サポーターです。学
習に関する相談ならどんなことでも受け付けます。 

 中央図書館サービスデスク内に平日16：15～22：
00、土日祝日12：00～18：00の間、スタッフが少なく
とも1名常駐しています（最大4名）。 

先生に聞くのはちょっと・・・という相談は是非「と
しょサポ」までお寄せください。総勢14名のスタッフがみ
なさんの学習を後押しします！ 

成瀬 院2年 

山口 院2年 

一ノ関 院1年 

高久 学部4年 

髙橋 学部4年 

福田 学部3年 

理工 

としょサポメンバー 

南谷 院2年 

鄭 学部4年 

森井 学部3年 

佐藤 学部3年 

教育 

今井 院2年 

遠藤 学部4年 

種市 学部3年 

伊藤 学部2年 

国際資源 

※長期休業期間中はお休みです。 

平日 

1 16：15～19：15 

2 17：00～22：00 

3 18：00～22：00 

4 19：00～22：00 

土日祝 

1 12：00～18：00 

シフト 

 学習相談受付開始しました！  
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編 集 後 記 

いよいよ新年度のスタートです。新入生の皆さん

は、緊張感とともに春を実感しているのではないで

しょうか。キャンパス内でも春の訪れを感じる桜が咲

きます。晴れた日には、散策してみるのもいいかもし

れません。 

 さて、図書館正面玄関に新しい入退館ゲートが設置

されました。新入生はもちろん在学生、教職員の皆さ

んにも安心・安全な新しい図書館を感じていただける

と思います。館内でわからないことがありましたら、

お気軽にお声をかけてください。ご来館をお待ちして

おります。 

『大漢和辞典デジタル版』が利用可能になりました  ◆ 

◆ 

 大修館書店の『大漢和辞典』デジタル版が中央図書

館の電子資料閲覧用PCから利用できるようになりま

した。 

 巻1～12、補巻に分かれていたものを簡単に検索、

閲覧できます。利用の際はサービスデスクのスタッフ

までお声がけください。  
 

 電子ブックコーナー 新設！ 

 入退館ゲート設置に伴い、中央図書館コモンズに電子ブック閲覧コーナーを新設しました。 

 新しい机と椅子も追加しています。グループワークでの学習にぜひご利用ください。  

本学教員が著し、寄贈いただいた資料です。 

中央図書館2階秋田大学コーナーへ配架しています。 

書名 著者名 請求記号 

宇宙倫理学 吉沢文武（分担執筆） 538.9||I69 

石油鉱業便覧 : 石油技術協会創立

80周年記念 

荒戸裕之（分担執筆） 568.03||Se44||2013 

紙 から 

デジタル へ！ 

Maruzen eBook Library 全分野 約800タイトル 

NetLibrary 全分野 約3600タイトル 

メディカルオンライン 

イーブックスライブラリー 

医学分野 約20タイトル 

★閲覧可能な電子ブック 


