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大学図書館における電子か紙かの問題  

 水田記念図書館長 薬学部教授 関 俊暢     

図書館彙報  

 大学図書館の資料収集において、電子か紙かの問題は、長く議論さ

れてきた事柄で、この紙面でも以前から扱ってきています(BookMark 

2016年3月、同2021年4月)。学術論文が掲載されて定期刊行物の電子

化は、その利便性から議論の余地はなく、現時点でほぼ全ての雑誌が

電子媒体での利用になっています。一方、各学問分野の専門書や各教

科の教科書は、現時点でもほとんど電子化されていません。文学など

を対象とした読書においては、本を手に取るということの必要性を主

張する意見は根強いものですし、教育研究において、複数の資料の

様々なページを同時に開いて見比べながら情報を整理することは有効

であるとの意見には私も賛成します。しかしながら、コロナ禍が状況

を一変しました。オンラインでの授業を有効化するため、著作物の電

子送達のルールが修正され、モニター画面を介して授業を行うことが

一般化しました。本館でも、自宅からの図書館の電子資料へのアクセ

スを可能にするEZproxyを導入し、多様な文学や実用書を含む電子書籍

の契約を増加させることで、コロナ禍での図書館サービスの質の確保

に努めてきました。電子か紙かの問題は個人の好みで決められるもの

ではなく、コロナ禍後でも後戻りすることがないであろうSociety 5.0

に向かう社会の変化から、大学図書館において電子化した資料を中心

として運営していくことは避けられないように思われます。 

 このような状況においても、大学の授業で用いる教科書の電子化は

ほとんど進んでいません。私が所属する薬学科の学生は、薬剤師国家

試験対策のための重たい教科書や参考書を何冊も持ち歩いています

が、それらの電子化について出版社はあまり熱心ではありません。大

学で授業に用いる教科書は、教員が記述した専門書を教科書に指定し

て用いることが多いように思えます。このような教科書は、教室の

ネット環境が整備されていれば必要ないかもしれません。教科書に記

載されている情報について、そのほとんどをインターネット上から得

ることができ、それにはオリジナルの原著論文へのアクセスも含まれ

るのであれば、高額な教科書を学生に購入させる意味は失われつつあ

るように思えます。紙の書籍を単にPDFファイル化したものではな

く、電子教科書として初めから設計されたような教科書が大学教育の

場でも必要となってくるのでしょうか。まだそのような動きは聞こえ

てきませんが、AI技術の適用により、新しい教育（学習）のツールが

生まれてくることは必然と思われます。それが、教科“書”とよぶかど

うかは、不明ですが。 

 大学および大学図書館において、電子か紙かの問題は、資産として

の特性の違いについても捉えておく必要があります。電子ジャーナル

や電子書籍の契約は、情報の利用に関するものであり、一方、書籍の

購入は物として物品を購入することを意味します。したがって、電子

の場合、情報を提供する企業側に何らかの重大な問題が生じることで

情報が利用できないということが生じ得ますが、書籍の購入では、物

としての本と記載された情報が不可分な形で大学に資産として帰属し

ますので、その大学に所属する者であれば、著作権法で許される範囲

において自由にそれを利用することができます。また、書架に並ぶ多

様な専門書は、知の集積を視覚的に表すものとして、大学にとって価

値があることは言うまでもありません。 

 しかし、上述の“知の集積を視覚的に表すもの”として書架と書籍の

機能については、今後のデジタル技術の発展により、代替物が開発さ

れることも十分に予想されます。そのような未来においても、“稀覯

本”もしくは“希少本”というものには高い価値が存在し、それを収集・

保存して、教育研究に供することは、大学図書館において重要な役割

と考えます。本館においても、漢方に関わる古書を収集しており、そ

の中には「解体新書（序図）」のような高額なものも含まれていま

す。これらは、資産として保存するだけでなく、電子化も行なってお

り、広く教育研究にご利用いただける体制を構築しています。城西大

学水田記念図書館の独自性を確立していくためにも、稀覯本の充実は

重要な活動と位置づけています。 

 稀覯本の話に関連して、小説を一つ紹介いたします。「グレート・

ギャツビーを追え」（ジョン・グリシャム著、村上春樹訳、中央公論

新社）です。プリンストン大学図書館に保管されていたフィッツジェ

ラルド直筆の５つの名著のオリジナル原稿が盗難に遭い、それが犯罪

者や稀覯本を扱う闇業者の間を渡っていくのを追跡していくというミ

ステリー小説です。アメリカ合衆国における作家と出版業界の裏側に

ついても面白く記述されています。興味がある方はご一読を。 

 水田記念図書館では、大学図書館の機能と役割を常に考え、改善に

取り組んでいます。皆様の積極的なご意見と関わりをお願いいたしま

す。 

  図書館HP https://libopac.josai.ac.jp/ 

図書館Twitter https://twitter.com/lib_josai 

カレンダーは図書館HPをご覧ください。 

https://bit.ly/3arFqnj 

図書館に 

    行ってみよう！
P. 2-3 図書館攻略チャート  

13:45～15:30（3限）  

講   師: 化学情報協会 
        専門講師 
開催方法: オンライン 
申   込: フォーム 
   

講習会 

理学部化学科・薬学生 
のための 

SciFinder  講習会  

新入生 
特別号

   

3/16 
3/16 

   

2022年度第3回図書館合同(運営・選書)委員会 メール会議  
2022年度第2回JURA運営委員会 メール会議  

3/28  
 
■  

坂戸市立図書館協議会に参加  

 

オープンキャンパス（3/26）図書館見学55名 キーワードラリー参加者33名  

４月7日(金) 

 Let’s Start      Let’s Start     Campus Life!!       Campus Life!!       

図書館員のおすすめ 

期待や不安を抱える新入生

の皆さんへ新生活のヒント

になる本を紹介します。 

知識の宝庫である図書館を 

活用して、充実した大学生

活をスタートさせよう！！ 

←大学の学習に役立つ本 

↓一人暮らしについての本も充実 

3/28(火)～5/31(水) 

ビンゴ企画「MISSION IN 

LIBRARY」開催中！ 

図書館から与えられたミッ

ションをクリアしてビンゴ

をそろえよう。 3/28(火)～5/31(水)、図書館を完全再現 

したRPGゲーム｢TOSHOKAN QUEST｣

でもビンゴを開催しているよ。 

クリアして景品をGETしよう！ 

 発行：城西大学水田記念図書館 

350-0295 

埼玉県坂戸市けやき台1-1 

TEL:049-271-7736 

FAX:049-286-8126 

mail：library1＠josai.ac.jp 

URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  

P.1 巻頭言 P.2-3 図書館攻略チャート P.4 インフォメーション ほか 

●紹介された本は図書館で読めます。4月中はカウンター前に展示します。 

『「グレート・ギャツビー」を追え』（中公文庫）ジョン・グリシャム著 ; 

村上春樹訳 中央公論新社 

●また『解体新書（序図）』は漢方古書資料デジタル 

アーカイブとしてオンライン公開しています。 

右のQRコードよりご覧いただけます。 

紹介者：宮内 

鳥居著．ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

2016.2 2F図書（911.168/To67） 

本文P14より 

  朝の道「おはよ！ 元気？」と尋ねられ 

          もう嘘ついた 四月一日 

生きる辛さを短歌にすることで救われた少女、 

セーラー服歌人鳥居が 

心の叫びとして詠んだ歌の数々…   

生きる哀しさ、生き抜く強さを感じる歌集です  

n 

https://libopac.josai.ac.jp/
https://twitter.com/lib_josai
https://bit.ly/3arFqnj
https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold3.htm#W-230322
https://bit.ly/3lGxyXM
https://libopac.josai.ac.jp/rpg/rpglogin.html
https://libir.josai.ac.jp/contents/josai/kanpou/JOS-5201021028/


E D D 

本の貸出・返却のほか、資料相
談も受けつけているよ。情報の
プロ、司書資格を持った図書館
員に気軽に声をかけてね！ 

教員の推薦を受けた学生・大学
院生が、みなさんをサポート！
学生目線でいつでも相談に乗っ
てくれるよ。 

｢芥川賞｣｢直木賞｣｢本屋大賞｣
など、文学賞を受賞した本が
並んでいるよ。2022年貸出
ランキングを展示中！ 

電子黒板やプロジェクターがあ
り、話し合いに便利なフロア！
7階は自由にレイアウトできる
デスク、8階はソファ席がある
よ。 

授業で使う教科書や参考書が並
んでいる、学習に大活躍のコー
ナー。試験期間を除き、貸出も
できるよ！ 

各分野の専門学術書が揃って
いるよ。大学での学習に欠か
せないフロアだ！ 

『わたしの幸せな結婚』 
著者：顎木あくみ 
イラスト：月岡月穂 
KADOKAWA／富士見L文庫 

図書館を完全再現したRPGゲーム
で、利用方法を学ぶこと
ができるよ。さらに、4･
5月は景品つきのビンゴ
も開催中。詳しくは、P.4
を見てね！ 

学習に大活躍！ 
3階 シラバスルーム 

電子ブックなら 
いつでも、どこでも読める！ 

F 

G G H H I I 

相談してみよう！ 
1階カウンター 

声をかけてみよう！ 
1･3･7階 学生アドバイザー 

学術研究の宝庫！ 
3階 学部関連の本 

小説好きにオススメ！ 
2階 文学賞コーナー 

先生推薦の漫画が並ぶ 
3階 COMICULコーナー 

ゲームで図書館を冒険！ 
RPG「TOSHOKAN QUEST」 

 

話し合いをしよう 
7･8階 ラーニングコモンズ 

COMICUL(コミカル)は、コミック
（Comic）とカルチャー
（Culture）を合わせた造語。 
先生おすすめの漫画だけでな
く、関連本もおかれているよ。 

スマホで本を読もう！電子ブックサイト
にはラノベ・就活など幅広いジャンルの
｢LibrariE｣、勉強におすすめ
｢KinoDen｣｢Maruzen eBook 
Library｣などがあるよ。 

 

この本は 
｢LIbrariE｣から 
読めるよ！ 

A B C 

読みたい本がある 

すぐには行けないけど… 

 ゲームで図書館を体験したい → 

 電子ブックが読みたいな   → 

 図書館でしたいのは… 

  話し合いがしたい →  

  図書館のことや 
  資料について相談したい 

 相談するなら… 

  情報のプロ、図書館員  →  

  同じ学生に相談したいな → 

 読むんだったら… 

  いつでも読める電子ブック →  

  紙の本がいいな 

勉強関係の本がよみたい 

今、必要なのは… 

 教科書や参考書 →  

 専門分野の本  → 

読むなら… 

 小説でしょ  →  

 漫画がいいな → 

YES NO 

YES NO 

NO YES 
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B 
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I 
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大学生活にとって図書館は 『不可欠』な存在！ 
どうやって利用しよう…と悩んでいる そこの君。
さぁ！この｢攻略 チャート｣を活用して図書館の 
新たな可能性を見つけよう！！  

すぐに実際の図書館に行ってみたい！ 

https://libopac.josai.ac.jp/search/ebook/e-book.html
https://libopac.josai.ac.jp/rpg/rpglogin.html

