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図書館
所蔵

を電子化・公開しました

当館が所蔵する古典籍資料 冷泉為秀筆本「詠歌一体」、「伊勢物語闕疑抄」をデジタル化し、ホームページ
にて公開しました。
■閲覧方法
図書館HP→貴重図書コレクション→右ブロック「冷泉為秀筆本詠歌一体」または「伊勢物語闕疑抄」→それ
ぞれの電子化欄のリンク部分をクリック

③
①

②

■資料紹介
「詠歌一体」
藤原為家（1198−1275）が子の為相（ためすけ 1263−1328）へ
向けて書いた歌論書。「題のこと」等八か条の実用的な知識を中心にま
とめている。
当館所蔵の資料は為家の孫の冷泉為秀（?−1372）が書写したもの。

「伊勢物語闕疑抄」
伊勢物語の注釈書。著者は、戦国時代に文化人・武将として活躍した細川幽斎（1534−1610）。
八条宮智仁（としひと）親王への伊勢物語の講釈のために準備した草稿を元に、幅広い読者を想定して再
編集したものといわれている。内容としては、幽斎が三条西実枝（さねき）から受けた講釈とそれ以前に成
立していた「伊勢物語惟清抄」を対照し、とり合わせたものとなっている。
当館所蔵の資料は江戸時代に書写されたもの。なお、「闕疑」（けつぎ）とは、疑わしいものとして決定
を保留しておくことの意。
参考資料：『古典籍研究ガイダンス』、『日本文芸誌

第3巻[中世]』『日本人名大辞典』,『日本国語大辞典』
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論文収集講習会承ります！
図書館では学生・教職員の皆さんに対し電子ツール、図書館資料を効果的に利
用してもらうための各種講習会を承っております。
自己流では気づかなかった、効率的な文献へのアクセス方法が見つかるかもし
れません。

■ 国内論文収集法 CiNiiを使った論文検索から論
文の入手法までを説明します。
■ 外国論文収集法
Scopusを使った論文検索か
ら論文の入手法までを説明します。
随時、研究室やゼミなどのグループ単位での受付を
しております。
（個人での講習をご希望の方はご相談ください。）
学術企画担当libkikaku@jimu.akita-u.ac.jpに以下
の項目を記載の上、お送りください。
件名「論文収集講習会申込」
①申込代表者の所属・氏名（学生の場合は学籍
番号も記載願います）
②希望人数
③希望日時の候補（第2希望まで）
④講習内容の要望

医学図書館では毎年看護学科２年、作業療
法学科３年を対象に、医中誌Webを中心とし
た文献検索講習会を実施しています。
またWebClass医学系研究科「臨床医学研
究概論」において、図書館情報の利用法を解
説しています。
同様に講習会を希望される講座、専攻等が
ありましたら グループの単位、人数、日程、
所要時間等のご相談を随時受け付けますの
で、医学図書館ibun@jimu.akita-u.ac.jpまで
ご連絡ください。

図書館見学等受入（4月～9月）
見
学

体職
験場

人数

学校名

月日

4

能代市立能代第二中学校

5月23日

26 大館市立北陽中学校

5月10日 16 能代市立能代南中学校

5月24日

16 大館市立南中学校

5月15日

6

能代市立東雲中学校

5月30日

18 大館市立下川沿中学校

5月15日

7

能代市立能代第一中学校

5月30日

60 大仙市立大曲中学校

5月21日

2

三種町立八竜中学校

月日
5月7日

月日

人数

学校名

人数 学校名

5月28日～6月1日

1

秋田大学附属特別支援学校

7月3日～7月4日

1

秋田市立飯島中学校

8月27日～9月7日

1

秋田大学附属特別支援学校

中央図書館では、5月28日～6月1日と8月27日～9月7日の2回、計3週間に渡って特別支援学校の生徒1
名の実習を受け入れました。
作業は、朝の館内清掃からはじまり、重複図書の抜出作業、蔵書スタンプの押印、無断持ち出し防止器具の
取り付け、ブックカバー掛け、貸し出しカード抜き、紛失図書の捜索、除籍資料への消印、リユース市出品の
ための仕分けなどさまざまな作業を行ってもらいました。
最初は緊張していたようですが、環境と作業に慣れるにつれて素早く正確に作業できるようになり、進め方
を自分で工夫しようとする様子も見られるようになりました。最後はほとんどの作業が一人でできるようにな
り、目標以上の作業ができました。

図書館に揃えて欲しい本はありま

せんか？
図書館に置く本を選ぶ学生選書員を募集しています。応募資格は
秋田大学のゼミや学内公認サークルの仲間同士で2名以上のチーム
を組むこと、選書する本の分野・テーマがチーム内で同じであるこ
とです。学習に必要な本が図書館に少ないと感じている方はこの機
会に是非ご応募ください。

○選書について
・ゼミやサークル（学内公認）の仲間と特定のテーマを設定した上で、決められた予算内で選書リストを
作成してもらいます。そのリストを元に図書を購入します。
・あくまで学習、研究目的です。趣味や娯楽目的の選書は対象外です。
・図書の選び方がわからないという方には図書館職員がレクチャーします。

○応募方法

○予算

①メール
宛先：中央図書館 libtos@jimu.akita-u.ac.jp
医学図書館 ibun@jimu.akita-u.ac.jp

５万円

中央図書館：

１０万円

医学図書館：

（医学書は高価なものが多いため医学図書館の
方が多くなっています）

件名：学生選書員応募
本文：代表者氏名、学籍番号、選書したい分野、
選書本の利用目的（○○ゼミでの研究のためなど）
メールを確認後、こちらから折り返しご連絡します。
②応募用紙でも受け付けています。サービスデスク
までお声がけください。

○お問合せ
中央図書館 018-889-2274
医学図書館 018-884-6052
または、応募先のメールアドレスまでご連絡く
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にあります。
書名

著者名

請求記号

Anthropological considerations of production, exchange, vending and tourism : print (Research in economic anthropology : an annual compilation of research:v. 37)

edited by Donald C. Wood

330||W82

脳と自我 : 意識・夢・進化

苗村育郎著

141.93||N47

The Hero of Batavia

Horton William Bradley & Ma224||H89
yumi Yamamoto

Consuming Indonesia : consumption in Indonesia in the edited by Kurasawa Aiko &
early 21st century
William Bradley Horton

672.24||H89

図書館

か
ら
の

お 知 ら せ

◆ 医学科後援会から国試対策本が寄贈されました！
今年も医学科後援会から、最新の国試対策本を中心に「みえる」「まとめてみ
た」などの人気シリーズ図書を含めた65冊が寄贈されました。
カウンター席のある1Fコモンズ西【医学科後援会寄贈図書】コーナーに並んで
います。貸出もできますのでどうぞご利用ください。

◆

としょサポ企画のミニ展示開催中です！ （～10/31まで）

国際資源学部の図書館学生アルバイト（としょサポ）の4人がミニ展示を企画
しました！「国際資源学部の学生が選んだ本」というテーマで約40冊の本を選
んでいます。10月31日まで中央図書館1階エントランスにて展示中ですので、
ぜひご覧ください。

◆ 「三浦文庫」を移動しました！
以前「三浦文庫」は請求記号順に並んでいましたが、配置を見直し「三浦文庫
について」の説明プレート隣へ移動しました。
これに伴い、「中央図書館 2階B-三浦文庫」という固有の所在を作成しまし
た。

◆

第6回 本のリユース市 を開催します！

本の有効活用と読書活動の推進のため、今年も“本のリユース市”を開催します。
重複や改版のため除籍した本や受入できなかった寄贈本を中心に、無料でお譲りします。
会場の混雑が見込まれますので、荷物は少なめにご来場ください。また、持ち帰り用にマイバッグなどを
ご用意くださるようお願いします。皆様のご来場をお待ちしております。
お知らせ

■日 時： 12月20日（木）午後0時～4時30分
■場 所： 中央図書館1階コモンズ
■冊 数： １人20冊まで
4時以降は持ち帰り可能な範囲で20冊
を超えても譲渡します。
4時以降の再入場可。

準備のため、当日は午前中から１階コモ
ンズの広範囲が利用できません（グループ
学 習 室、学 習 個 室、PC コ ー ナ ー は 利 用
可）。また、開催時間帯は騒音が発生する
ことが見込まれます。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。

編 集 後 記
朝晩、めっきり涼しくなって参りました。平成
最後の秋、皆さんはどう過ごされますか？
図書館の秋といえば、リユース市！
毎年11月の開催でしたが、今年は諸事情によ
り12月に開催します。少しお待たせしますが、
リユース市にぜひお立ち寄りください。いろいろ
な本との出会いがきっとあると思います。
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