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お待たせしました！

かねてからお知らせしていましたとおり

POP コンテスト入賞作品が

大垣書店四条店さんにて堂々展示開始です。

 

 

 

場所はエスカレーターをあがって、

正面すぐのところ。

人気投票も行っています。書店に来る人は

どんな POP に興味を持つのかこれまた楽しみ。

ぜひ一度足をお運びください。

1 月末まで開催予定です。

 

そして入賞したみなさん、

あらためておめでとうございます！

自分の POP が実際に書店で並んでる様子、

のぞきにいってみてくださいね。

情報館では、ただいま中学生チャレンジ体験の

フレッシュな中学生お二人が

情報館でのお仕事を体験してくれています。

 

ちょうど今日で体験 3 日目。

3 日目のお仕事は 3F 踊り場での特集の資料集

めをしています。

2011.1.13 UP !

2011.1.14 UP !

POP街へ出る日記

チャレンジ体験！！日記

情報館の広報誌『情 's people』内のコーナー、

『情’ s 四コマ劇場』に応募された四コマ漫画の

作品の中から、グランプリを決定します！

 

昨年の 6 月から年内いっぱい募集されていた

『ザ・ベスト・オブ 情’ s 四コマ選手権』に

エントリーされた四コマ漫画は全部で 45 点。

現在そのすべての作品がコミュニティスペース

に展示され、利用者の皆さんからの投票を待っ

ています。

2011.1.18 UP !

四コマ選手権 審査開始！日記

 

 

OPAC（蔵書検索）で特集に使う資料を検索。

鹿もあたたかく見守っていますょ。

 

 

資料を探す姿も真剣です。

 

照れながらも写真を撮らせてくれたお二人。

あと 2 日体験は続きますが頑張って特集作って

下さいね。

 

特集設置予定は 1/17（月）です。

どんな特集になるかお楽しみに！！

 

 

パネルを貼り出した瞬間に注目の的となり、

たくさんの方が足を止めて見てくださっています。

 

現在のトップはこの 2 作品！

 

 

トムさん、私も大ファンです！！

でも、審査はまだ始まったばかり。

どんな結果になるのか今からワクワクしますね。
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今回はこけし特集だよ！



「ダルマさん」

タダノサトシ・作

「サンタ喰ロース」

レオナルド博士号・作

「世界一脚」

いずみん・作

「流れ星」

うめぼし・作

皆さんから四コマ漫画を投稿してもらうコーナーです。

たくさんの応募の中から厳選した作品をお届けします！

編集長賞

コメント：

あーー♡流れ星♡……？流れハゲ？

いや……神様！？てか、誰ーーー！？！？

コメント：

BGM はジョン・レノンの『イマジン』で

お願いします。

コメント：

ホラーーーなんですけど！！！

子供は見ちゃダメです。

コメント：

なんか…よくわかんないんですけど、

気になりませんか？

せかい　いっきゃく



第 3 回　山名先生こんにちは！ ～郷土玩具の魅力～

とある挑戦状

今回は、情報館での見計らい（先生による選書）で

よくお世話になっている、山名先生の研究室にお邪

魔しています。今日はよろしくお願いします。

「やあ、ようこそ。」

先生は授業で日本・アジア美術史を教えていらっ

しゃるそうですが、郷土玩具を集めるのがご趣味だ

そうですね？

「はい。かれこれもう、40 年以上に渡って集め続け
ています。どんどん家が手狭になるので何度か断ち
切ろうとしたのですが…無理でしたねえ…。
あ、そういえば最近入試課の中山さんという方が来
て、こんな手紙を置いていったんですよ。

ったく。若者は畏れというものを知りませんな。」

こ…これは…挑戦状ですか？先生、こけしを集めて

らっしゃるんですか？

「はい。こけしは代表的な郷土玩具ですから。ただ、
こけし界のコアなファンから見れば私なぞはその足
下にも及びませんがね。」

こけしをコレクションですか？こけしって、そんな

に集めたりするほど種類がたくさんあるものなんで

すか？よく知らないし、わからないんですけど…。

「ちょっとこれを見てください…」
（ごそごそ）

「これは伝統こけし工人手帖といって、こけしとそ
れを作っている工人（こうじん）や工人のプロフィー
ルが一覧になっている本なんです。」

こ…こんなものが…！？すごいですねこれは…！生

年没年がわかるだけでなく、誰の何人目の息子で、

家業は何で、誰に弟子入りしたかまで書いてありま

す…。お、恐るべし！

「工人とその人が作ったこけしというのは不思議な
物で、顔や雰囲気が実によく似ているんです。」

うわ、ほんまやー！すごい！！これは……、奥が深

そうですね…。

「そう、無限です。それで今度中山クンにひとつ稽
古をつけてやるつもりなんですよ。剣道のような団
体戦形式でいくつもりですが、めがねちゃんもその
審査に加わってみますか？」

え！いいんですか？私何もわからないんですけど…。

「いや、それくらいの方がおもしろいでしょう。じゃ
あ、お待ちしてます。」

わわわ！わかりました！よろしくお願いします。
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なんだかびっくりな展開だけど、とっても楽しそう！

五番勝負に入る前に、基礎知識を少しだけお勉強しておこうっと。

全員が揃ったところで

勝負開始です！

思い切ってタ
イトルも変更

してみました
。

こけしの発祥地は東北だって知ってた？東北地方で長い間ずーっと継承されている

形・描彩・技法の伝統を守ったこけしは「伝統こけし」、それ以外のこけしは「おみ

やげこけし」「創作こけし」と呼ばれ、両者は区別されているそうです。「伝統こけし」

の中でも産地ごとに様々な個性があって、大まかには 11 系統に分類されています（鳴

子系、土湯系、肘折系、弥治郎系、遠刈田系など、こけしの産地名がついている）。

伝統こけしは愛らしいだけでなく、フォルムが美しいのも特徴で、あの、イームズ

やイサム・ノグチも伝統こけしファンだったらしいよ！

第 3 回　たのもう、山名先生！ ～こけし五番勝負～

こけし五番
勝負

伝統こけしとは？

工人の存在感

いよいよ五番勝負…！

さあ、少し予習もしたところで、いよいよ五番勝負が始まるよ！

審査員①

めがねちゃん

こけし歴　0ヶ月

審査員②

西中さん

こけし歴　3ヶ月

主審

喜多さん

こけし歴　0ヶ月

挑戦者

中山さん

こけし歴　7ヶ月

先達

山名先生

こけし歴　ウン十年

工人（こうじん）なんて初めて聞く言葉だけど、これはこけしを作った作者のこと

だよ。伝統こけしはその名の通り伝統を重んじるので、どういう系統を伝承する「誰

の」作ったこけしなのかってことがコレクターの中では重要視されていて、こけし

を工人の名前で呼ぶことが多いみたい。こけしっていうと民芸品のイメージがあっ

たから、もっと無名性が強いのかと思っていためがねちゃんにはちょっと衝撃だっ

たなあ。とはいっても最近の若い人たちの中には、純粋に工人を作家として認識し

ている一ファンも多いかもしれないけどね。
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先鋒戦 〜正統こけし・

　　　純情派〜

次鋒戦
〜かわいい転校生〜

中山さん（以下 N）: この子は日本こけし館のある、

宮城県・鳴子まで行って手に入れました。木目がきれ

いで、自分の想い描いていた、「これぞ！」というこけ

しに出会えたと思っています。

山名先生（以下 Y）：現地まで行って買ったというのが素

晴らしい！私のこけしと彼女のこけしは鳴子を代表する正

統派です。私の方はまろやかで豊麗なのが特徴。中山さん

のものは端正でオーソドックスなんですね。基本はみんな同

じ形だけど、いろいろなタイプがあって、それぞれにファン

がついてるんです。

N：土湯系が何か欲しくって探してい

たんですけど、この子に決めました！

Y：あいくるしいなあ～…（しみじみ）。

小学生でこんな子いそうやんか。中

山さんのはかわいい子やな、いい子

やなって感じやけども、こっちのは

こう、すべてを見通されてしまいそ

うな、鏡のような瞳を持った子やね。

土湯系はとてもシンプルなこけし。

私のは「たこ坊主」という系統なん

ですがちょっと変わってるでしょう？

は、はじめましてっ。

街から転校生がやってきた。 ちょっと戸惑っています…。 たこちゃんの後れ毛がかわいい♡

あなたが新入りさんですね。 早く立派なこけしになるんですよ。

判定

山名 山名

やっぱり、味わい深いよね。

判定

中山 中山

乙女心に響きました！！

玄関で出迎えてほしいです。

中山さん一勝！

山名先生一勝！

ま、当然でしょ。
むむむ……

ええ～！？この子が負けるなんて！

若者の感性ですよ。ふふふ。

どきどき…

わくわく…

高橋盛
1890～1973

荒川洋一
1938～

陳野原幸紀
1957～

高橋武俊
1951～

なるこ

つちゆ



判定

山名 山名

中山

中堅戦 〜おキクさんと

　ゆき子ちゃん〜

副将戦
〜グッズ対決！

　こけしニューウェーブ〜

Y：…たこ坊主で星を落とすとは…。みなさんこけし愛のなんたるかが…（ぶつぶつ…）。

さ、今回は女性工人対決ですね。私のは佐藤キクさん、中山さんのは井上ゆき子さんの作品です。

こけしは昔、女性が作るものではなかったのですが、昭和 40 年頃からチャレンジする人が出て

きました。しかし…ゆき子こけし美人やな…。

N：すごいかわいいでしょう？これまで持っていたこけしのイメージと全く違う印象を与えてく

れたこけしです。こけしって感じが全然しなくって…。

ほしい！と思って…この子に決めました。

Y：つれて帰ります、と。　　N：はい。

Y：中山さんのこけしは弥治郎系といって、すごく明る

くて朗らかな作風です。一方、キクばあちゃんは肘折

系で、すごく個性的な作風。堂々としてますよね。こ

の人はおばあさんになってからこけしを作り始めたん

ですよ。こけし職人である旦那さんが寝静まった後、

工房で一人修行していたんですね…。

Y：こ、こんなものはワシの時代にはなかった……！！

N：いいでしょう？こけしおりと折り紙はデザイナーさんが作っ

たもので、マッチは温泉街のお土産物屋さんで買った物です。

Y：これは駅弁の入れ物です。若い時なんてお腹減ってるからこ

んな量で満足できるはずないのに、この器がどうしても欲しくて

買ってしまいました…！

キクちゃん、堂々と貫禄十分です。 ユッキー、ガンバ！！

中山

判定

山名

本気で欲しいです。

中山さん二勝！判定が割れました！

山名先生

二勝！

主審による判定は…？

やった！
追いついた！

がーん

きく～
～♡

おかしい
なー…

やはり、

マッチが

いい

ですね。

佐藤キク
1911～2000

井上
ゆき子
1932～2010

やじろう

ひじおり

インパクトに負けました。



大将戦
〜横綱登場！先達、まさかの勇み足〜

N：この形とか、なんとも言えん表情とかが、

他のこけしとは違う感じで。「それが何か？」

みたいな雰囲気がいいなって思ってたんで

すよ。これしかないなって感じです。

Y：中山さんのは木地山系、小椋久太郎

の作品ですね。関西こけし会で『こけ

し人気番付』が昭和 10 年に初めて作

られた時、久太郎のこけしは既に大関。

昭和12年に横綱になって以来、ずーっ

とトップを守り続けた双葉山のような

存在なんです。

N：先生のこけし…？手足が…生えて

ますね…？

Y：この子の名前ははいりちゃんで

す。チャームポイントはこの、エッ

ジの効いたあごの線です。その…

主審：失礼します。先生方の大将に

物言いがつきました。

こちらのおちびさんとお姉ちゃん

の出身はどちらでしょうか？

Y：ギクッ！く…熊本です…。

主審：熊本ですか！？

『伝統こけし』は東北のみの

はずですが…

（ざわざわざわ…）

これはどういうことかしら…。

姉ちゃんが応援に来たばい。

行きまっしゅ！

つ……
ついに…！

桑原健次郎
1925～???

小椋久太郎
1906～1998

きじやま おぐらきゅうたろう



今回の「こけし五番勝負」で勝利した中山さんが毎夜眺めてこけし研究をし
たというバイブル。POP な写真を眺めるだけでも楽しいですが、伝統こけし
の説明や産地ごとの特徴、こけしを作った工人のプロフィールなどの知識も
満載！まさに、こけし入門としては最適の資料ではないでしょうか。
巻末には『こけし購入用ハガキ』もついていますので、気になるこけしを手
に入れることも！？

選手＆応援団の集合写真。みんなが揃うと、なかなか壮観です！

正直、こけしなんて今まで全く興味がなかったし、何も知らなかったけど、

今はもう気になってしょうがない！欲しくってしょうがない！！

ひとまずは、情報館の資料で知識を貯えて、写真を見ながら心を落ち着けよう。

小学生の頃、「こけし」っていうあだ名の友達いませんでした？

本当に「伝統こけしみたいな女の子」だったなら、めちゃめちゃ魅力的かも！？

なんの知識もなかっためがねちゃんも、うっかりこけしが欲しくなってしまう程に、

大盛り上がりだった「こけし五番勝負」。この熱気、少しでも伝わったかな？

勝負を終えて…

こけし MORE ！！

We are family !

『Kokeshi book
　伝統こけしのデザイン』

cochae 著　青幻舎
情報館所蔵：

3F 閲覧室　一般図書

759.9||C 82

『木地師と木形子』　杉本寿著　 翠楊社　　情報館所蔵：3F 閲覧室　一般図書　384.3||Su 38

『日本のおもちゃ 愛蔵版 』　山田徳兵衛著　芳賀書店　情報館所蔵：3F 閲覧室　一般図書　759||Y 19

『こけしのふるさと』　菅野新一 [ ほか ] 編　未来社 　情報館所蔵：B1F 閲覧室　一般図書　759.9||Ko 42

『こけしの旅』　土橋慶三著　未来社 　情報館所蔵：B1F 閲覧室　一般図書　759.9||Ts 26

『こけしざんまい 新装』　橘文策著　未来社新装　情報館所蔵：3F 閲覧室　一般図書　759.9||Ta 13

『こけし : 美と系譜』　鹿間時夫ほか著　社会思想社 　情報館所蔵：3F 閲覧室　一般図書　759.9||Sh 33

『こけし : 伝統の美・みちのくの旅』　土橋慶三監修　立風書房 　情報館所蔵：3F 閲覧室　一般図書　759.9||Ko 42

『鳴子・こけし・工人』　西田峯吉 [ 著 ]　未来社 　情報館所蔵：B1F 閲覧室　一般図書　759.9||N81

情報館オススメのこけし本

いや～楽しかった！！

両者のこけしを対面させたときのワク

ワク感はすごかったよ！こけしって、

もともとは子供のおもちゃだったみた

いだから、こうやっておままごとみた

いに人形遊びすることで、本来の魅力

を体験できたのかもしれないなあ。

いや、も、ほんと、

超～～～かわいいのよ！



この情’ s people が発行されるのは 2011 年。だけど、今はまだ 2010 年。

これから、クリスマスを祝って、大晦日にお寺で除夜の鐘をつき、初詣に神社に繰り出す、

信心深いのか深くないのか。ひとまず、THE・日本人というひとときを過ごす人で、世の中賑うのだろうな。

そして、年末は何かと１年を振り返り、年始はこれからの１年を考え、

成人式を迎える人はこれからの将来についても思いをめぐらす人も多いのでは。

そんな時に高校の国語の先生（女性・たぶん当時４０歳前後）が

卒業アルバムに書いてくださった言葉が頭によぎることがある。

「 この年齢まで生きると大人には二種類あることに気づく。

 成人してからほとんど変わらない人と成人してなお変わり続ける人と。

 もし、年齢にかかわりなく人間に成長というものがあるなら、

 それは痛みを伴うものだろうと思う。・・・・・」

文章は続くのだが、一年を振り返ったり、社会に出て色々な人と出会ったりすると、ふと思い出す。

自分がよくても、まわりがよくない。

そんなことが多くて自分が『変わりたいか』『変わりたくないか』ではなくて、

まわりのために成長せざる得ない状況に多く遭遇する気がする。

成長というか視野を広げるというか。

それでも、２０歳頃の自分のままでも生きてはいけるし、自分基準で物事を考えがちだったり、

どうも視野や世界が広げられない場合も多いということですかね。

とりあえず。

これから１年どうしようか、と考えつつ　気がつけばゴールデンウィーク！

なんてことにならないように、気をつけよう・・・。

ちなみに、その先生の言葉と思い出すと、授業の教材で使用した

佐野洋子さんの『１００万回生きた猫』を思い出す。

読む度に感じることも思うことも違って、その度に年とったな、とは思う。

感受性が変わることと成長することとはまた別の話なのだけど。

（情報館には他にも佐野洋子さんのエッセイなどもあるので、よければどうぞ）

『100 万回生きたねこ』

佐野洋子作・絵　講談社

情報館所蔵：3F 絵本 726.5||Sa 66

年末 → 年始 → 成人
式 →

入試広報部入試課　西中奈都子

情’ s コラム　07



000　総記

『Special print effects』

『がっこう百科』
『うつわの華』

『言志四録』

『オマケ幸福論』

AllRightsReserved
3F閲覧室 022.57||Sp 3

岡崎勝編著/斎藤真理子編集
ジャパンマシニスト社

3F資格課程資料室 376.2||O 48
大里成子著　求竜堂
3F閲覧室 596.9||O 74

佐藤一斎著/久須本文雄全訳注  講談社
3F閲覧室 121.55||Sa 85

オマケ総研著　幻冬舎
3F閲覧室 674||O 61

500　技術
資格課程資料室

PICK UP !

100　哲学

600　産業

情 s̓
SELECTION

情報館のスタッフが
NDCの分類ごとに情報館資料を
セレクトするコーナーです

08　情’ s selection



『ツェツェの旅行絵本』

『あやつられ文楽鑑賞』

『昔話の食卓』

『新語・流行語大全』

『苔とあるく』

『日本古代文学入門』

カトリーヌ・レヴィ著. ギャップ出版
3F閲覧室 290.9||L 57

©三浦しをん著　ポプラ社　1,680円
3F閲覧室 777.1||Mi 67

数藤ゆきえ著. 郵研社
3F閲覧室 388.3||Su 14

木村傳兵衛 [ほか] 著　自由国民社
3F閲覧室 814.7||Sh 62

田中美穂著　WAVs
3F閲覧室 475||Ta 84

三浦佑之著　幻冬舎
3F閲覧室 910.23||Mi 67

200　歴史

700　芸術

300　社会科学

800　言語

400　自然科学

900　文学

情’ s selection　09



ちょっと！あんたら！

これ、

みんな気付いてないかもしれないけど、情報館にはこんなにおもしろい資料があるんです。

知らなきゃ損損！「へえー…。そうなんだー。見てみたい！」と思ったあなたは情報館へ GO ！

えー、今回は洋雑誌、つまり外国の雑誌の特集です。

きっと「読んでみたいな」っていう気持ちはみなさんお持ちだと思うのですが、

いざ書架へ行くと、「どこから手をつければいいのやら…」と混乱してしまって

結局何も読めない、ということがあるでしょう。（私もそうです！）

しかしそれではもったいない！なんとか資料を活用したい！！というわけで、

これからこの問題を解決すべく、様々な学部の先生にお話を伺っていきますよー。

やで！

今回の、 な資料のテーマは、「洋雑誌」です。

編集長 F

10　ちょっと！あんたら！これ、「へえ～」やで！

洋雑誌、読めない言語の羅列だけなら興味の持ちようもないが絵や写真があればそれはもう絵本と同じ。イカし

た芸術的建築写真や舞台美術の写真は一見の価値あり。

『Domus』
イタリアの建築とデザインの雑誌で

Domus とは古代ローマの建築物の名前

らしい。

『Novum』
ドイツのグラフィックデザイン誌。パッ

ケージデザインからアートパフォーマン

スまで数を楽しめる。

『MAD』
アメリカの風刺漫画誌「MAD」、スーパー

ヒーローじゃないアメリカのアンダーグ

ランドコミックの臭いをどうぞ。

マンガ学部教授 板橋しゅうほう先生のオススメ



ちょっと！あんたら！これ、「へえ～」やで！　11

コラム：総天然色仕掛けのアルファベット　　　　　　 板橋しゅうほう

　レッテルって御存知かな？　悪い評判なんかの固定的な評価を押し付ける意味で「レッテルを貼る」なんて使

う事があるけど、ここで言いたいレッテルはオランダ語、英語の「letter」の事なんだけど、元来は売り物に貼ッ

付ける商品名や内容量なんかが印刷された紙のシールの事で昔は缶詰めの商品写真やイラストやロゴマークは直

接缶に印刷されていなくて紙に印刷されたものがレッテルとしてくるりと缶に巻かれていた。この缶詰めに巻く

レッテルが昭和 30 年半ばから 40 年中頃まで今のトレーディングカードのように駄菓子屋で売られていた。そ

のほとんどは英語表記で魚に牛に果物といったカラフルで奇麗なイラストに洒落たロゴマークがレイアウトさ

れ、幼心に世界最先端のデザインに触れた気がしたものだ。とりあえずこのレッテルを集めまくる事になるのだ

けれど今考えるとこれが洋雑誌への入り口だったのかもしれない。

　子供は物知らずなだけあって正直だ。カッコイイと思えばチンプンカンプンの外国語コメントなんておかまい

なしに夢中になる。日本ではまだスプレー画イラストが珍しい当時、ケーキの上でこれでもかの光沢を放ちなが

らとろけるストロベリークリーム、黄色い宝石のような粒々がギッシリとそして整然と詰まったトウモロコシ、

レッテルの次に心奪われたアメリカの雑誌の広告イラストだ。その時の印刷インクの臭いを今も鼻先で思い出す。

　そんなこんなで最終的には海外コミックにドップリはまり今に至ってしまうのだけ

れど、思い返すと他にも色々洋雑誌はきっかけ作りをしてくれている。チラリと見

た写真から四駆にテント積んでアウトドア、近くの山も気分はカナダの大自然。

思い切って部屋を改装してみるとカーテン越しの琵琶湖も薄曇りの地中海。

単なる影響されやすいオバカだと自分でも思うが、洋雑誌には異質なだけ

に憧れてしまう生活感が挟み込まれている。もちろんブックデザイン、レ

イアウトや色彩構成、の力もあるのだろうけど、そこには直感的に目を奪

う歴史と文化に裏打ちされた世界の今が塗り込まれている。だからファッ

ション、グルメ、建築、それ以外の様々な事、「自分が何に興味がある

のだろう」なんて考えなくても手当たり次第に洋雑誌を開けば勝手に

リトマス試験紙のように反応を示してしまう。どうだろう、さっそ

くウインドショッピング気分で情報館のゲートをくぐり海外雑誌の

ページをめくってみるというのは。

『ARTFORUM』
「洋雑誌ならこれがいいよ」と恩師から

教えてもらったもののひとつで、

学生だったわたしはぱらぱらと。

その頃から変わらぬサイズと

くにゃりとした紙質。この

サイズが仇となり情報館では

最新号の表紙を拝めないが、

「A」の棚にあり。

芸術学部非常勤講師 馬場暁子先生のオススメ



芸術学部講師 佐藤一進先生のオススメ

12　ちょっと！あんたら！これ、「へえ～」やで！

洋雑誌は外国語で書かれていることもあって、ハードルが高く感じてしまいます。雑誌を選ぶコツがあっ

たら教えてください！

とにかく、手に取って開いてみることです。まずはビジュアルや字面を追っていくだけでもいい。その中

で興味を持った写真や単語に出会ったら、もう少し掘り下げてみるのがいいでしょう。気になったイラス

トを描いたのは誰なのか、その名前を覚えて調べてみたり、辞書を引きながら記事を読んでみたり……。

慣れないうちは難しく感じるかもしれませんが、是非がんばってもらいたいですね。

あとこれはちょっと高度かもしれませんが、私はその本の「たたずまい」を見ています。読まなくてもそ

の文字の並びや雰囲気で、おもしろい本かどうかがだいたいわかるし、当たるんですよ。ピッチャーがバッ

ターボックスに立った選手を一目見て強い選手かどうかがわかるような感じで……。あ、学生の頃野球を

やっていたんです。ピッチャーでした。

野球をやってらっしゃったんですね。本のたたずまいのお話は大変興味深いです。それを感じられるよう

になるまでは相応の経験が必要になってくるとは思いますが……いずれにせよ、やはりその本を開いてみ

る、というのが第一歩なんですね。

『Foreign Affairs』
言わずと知れた国際関係論誌。アメリ

カ的な視点に偏るきらいがあるものの、

現代の国際政治をめぐる認識と議論の

最前線はここにあります。一世を風靡

したフランシス･フクヤマの「歴史の終

わり？」やサミュエル･ハンチントンの

「文明の衝突？」などの論文も初出はこ

の雑誌に掲載されたものです。

『Nations and Nationalism』
ナショナリズム研究という学問分野を

確立し、牽引してきた学術雑誌。かつ

ては消滅すら予想されたナショナリズ

ムという現象は二十一世紀に入っても

衰えを知りません。防衛問題や愛国心、

国民的アイデンティティについて学術

的に考えたい学生さんには、少し背伸

びをしてぜひ手に取ってほしい雑誌

です。

『Cultural Critique』
オーソドックスな左翼による人文科学

（humanities）の学術雑誌。マルクス主義、

フェミニズム、精神分析、記号論、政治

経済学、解釈学など多様なアプローチを

採用しつつ、文化現象や政治現象に対す

る「批評＝臨界」（critique）のありよう

を提示しています。これこそ、今の日本

の社会的な言説に最も欠けている姿勢で

はないでしょうか。



ちょっと！あんたら！これ、「へえ～」やで！　13

『Apollo』
主として美術コレクターを読者層とする

雑誌。2010 年の 10 月号では瀬戸内国

際芸術祭も取り上げられているように、

世界中の現代美術の作家や作品、イベン

トなどを網羅しています。写真や図版も

カラーで多数掲載されていますから、頁

をめくって眺めるだけでも十分に楽しめ

ます。

『Art in America』
アメリカの現代美術に特化した雑誌。美

術をめぐる評価のモノサシは、けっして

グローバル・スタンダードがないため、

どんな作品が評価されているのかはアメ

リカとヨーロッパでも大きく異なりま

す。Apollo 誌と併読することで、日本

のメディアにはない多様な視点と情報を

吸収できるでしょう。

『The New York Review of Books』
書評文化が貧困だと嘆かれる日本。では、

書評とは本来どのようなものなのか。国

際的に定評ある高級紙の地位をしめる本

紙は、その好例でしょう。守備範囲は文

学を中心に文化、歴史、思想、現代の政治・

経済・社会へと広がります。ベタ褒めで

も批難でもなく、節度ある「批評」のあ

り方を知りたい人におすすめします。

日本の雑誌ではなく、洋雑誌を読むことのメリットは何かありますか？

一つはタイムリーであることです。例えば、アメリカのアートシーンで

流行っていることが日本語に翻訳・出版されるまでにはかなりのタイ

ムラグがあります。将来的に、それぞれのジャンルで先頭に立って活

躍したいのであれば、積極的に情報を得るようにした方が良いで

しょう。

そして、もう一つのメリットは日本の批評家などによるフィル

ターがかかっていないことです。例えば、日本の美術評論雑誌

で海外の同じアーティストばかりが紹介されるようなことはよ

くあって、情報が輸入される際にふるいにかけられてしまって

いるんですね。ですから、自分の価値観や作風を確立するといっ

た意味でも、興味のある情報を自分で探して追いかけ、評価す

るということが大切なのではないでしょうか。

番外編
こちらは新聞です。
所在：3F 新聞コーナー



みなさん、いかがでしたか？こうやって紹介してもらうと、読めそうな気がしてきますよね！

洋雑誌は情報館 B1F にあります。バックナンバーは貸出もできますよ。

わからないことがあったらスタッフまでお気軽にお問い合わせください～。ではでは！

デザイン学部准教授 佐藤守弘先生のオススメ

14　ちょっと！あんたら！これ、「へえ～」やで！

『Down Beat』

外国語に親しもうとする時は、まず自らの興味のある本や雑誌から読み始めるのが一番で

す。アートでもファッションでもデザインでも、あるいは音楽でも。たとえばジャズに興

味があるならば、情報館に所蔵されている『ダ

ウン・ビート』誌を手に取ってみたらいかがで

しょう。ジャズ・ジャーナリズムのなかで、もっ

とも権威ある雑誌のひとつで、創刊はスイング

全盛期の 1934 年。以来ビ＝バップ革命にはじま

るモダン・ジャズの展開（とその解体）を見続けて

きた雑誌です。去年、日本のジャズ雑誌『スイング

ジャーナル』が休刊したことがニュースになりまし

たが、こちらはまだまだ健在です。

『History of Photography: an International Quarterly』

1977 年の創刊以来、写真史研究専門誌として代表的な雑誌です。私のような写真史の研

究者にとっては、常にどういう論文が載っているかチェックしておかなければいけない雑

誌なのですが、なぜかこれを所蔵している図書館が非常に少ないのです。国内ではたった

の 13 大学。関西では、なんと京都精華大学の情報館にしかないのです！　学外からこの

雑誌を閲覧しに来る研究者も少なくないはず。私も、精華大に着任する以前から、一般の

利用証を作ってもらい、バックナンバーを調べたものです。

『JSTOR』（データベース）

Kindle や iPad の登場以来、電子書籍に対する様々な意見や論争が飛び交っている昨今です。電子書籍の便利さ、手軽さはあるものの、紙

の本の持つ物質性は捨てがたい。なかなか難しい問題です。それはそれとして、学術論文に関しては電子版は便利です。たとえば学術雑誌

を一冊手に取ったとして、それを読み通すということはそれほどない。その中の１本や２本、興味がある論文、自分の研究に資する論文を

読むわけですから。日本でも多くの学会誌や研究紀要が PDF 版で公開され、国立情報学研究所の CiNii（http://ci.nii.ac.jp/）経由で読むこと

が出来ます（有料の場合もありますが、学内LANからは無料で読めます）。

海外の場合、E-Journal 化はもっと進んでいます。情報館が契約している JSTORというサーヴィスからは、英語での論文が自由にダウンロー

ドできます。契約しているデータベースは、Arts&Sciences ⅢとⅤ。収録されている雑誌数は 271 点という途轍もないデータベースです。

学内のコンピュータから情報館サイトの「契約データベース」＞「雑誌記事・論文を探す／読む」というページにリンクがあります。クリッ

クして、自分の興味のあるキーワードを検索してみましょう。世界が広がるはずです。



どんなお仕事をしているのですか？

雑誌担当なので、雑誌に関すること全般

ですね。買う雑誌を選定して、発注して、

入って来たら受け入れをして、装備して、

配架して、支払いまでを担当します。

本やったら作業は担当が分かれてるんで

すけど、雑誌は利用の実態も知っていな

いといけないですからね。雑誌の購読を

続けるかどうか、その見直しの際に利用

状況が考慮されます。本だと買ってしま

えばあとはどうしようもないですけど、雑

誌は次々お金がかかりますからね。

情報館の購読誌に特徴はありますか？

読み物というよりは見て楽しい、ビジュア

ル系の雑誌が多いですね。さらに、その

ような情報誌をたくさん製本して保存し

ています。一過性の情報はあまり製本さ

れないものなのですが、情報が古くなっ

てしまったら意味がないという考え方で

はなく、「一昔前のデザインはどんなだっ

たかな？」といったことを調べられるよう

にということでしょうか。これは他の図書

館ではあまり見られないことです。

　

芦原さんは情報館を利用されますか？

あまりしないですね…。図書館がもともと

好きでこの仕事を始めたんですが…。図

書館の雰囲気は好きですが、図書館の本

を借りることはあまりしなかったですね。

借りずに、外で買った本を図書館に持ち

込んで読むということを繰り返してきま

したんで（笑）。

え？それ、めっちゃ不思議なんですけど！

じゃあ本は結構持ってはるんですか？

今はもうだいぶ売ってしまいましたが…

昔は…3000冊とか。全部読みました。

すごーい…！ひいきの作家さんは？

昔はいたと思うんですけど…。忘れまし

た。けっこう読んでも忘れてしまうんで

す。読み返したら思い出すんですけど…。

私もそうです。特にお話系は。一回読ん

で、『わあ～！』って感動したはずやのに、

もう忘れて、もう１回読んだらもう１回感

動するんですよ。お得なんです。

昔そういう SF マンガがあって「いいな

あ」って思ったんですけど、核戦争か何

かで、ある程度の本と生きていくに十分

な食料があるシェルターの中で人が暮ら

しているんです。その人は１年で記憶を

失うという障害を持っていて、そこにある

本はだいたい１年で読み切れるので読ん

で一回りしたらもう忘れてるから、もう一

回読み始めてそれで一生幸せっていう。

そんな生活したいなー。って（笑）。

そんなん、ついからついから新しいのを

読んだらいいじゃないですか！

いや、めっちゃおもしろいのばっかりそこ

に集めたらすごい楽しいですよ。

あー…。なるほど。でも、読む自分は変わっ

てるから、内容は忘れてても感動できな

いことはありますよね。ちょっと、感触が

変わるというか。

あー。そうですね。まあ、歳取りますから

ねえ…。

そうですね。いやー、話が弾んでしまうん

ですが、ここで最後に学生さんへ一言お

願いします。

みんな今楽しいこともあると思うんです

けど、やっぱり、大学生時代に本を読むっ

ていうのはいいことです。お説教的な意

味じゃなくて。楽しいことです。感性が一

番高まってるときやと思うんですね。難

しい本を読めとは言いません。軽い小説

とかでもいいんで、本を、活字を学生の

ときに読んでほしいなと。活字から想像

力を膨らませるというのは、映画とかマ

ンガにはない楽しみだと思うので。それ

が最大限楽しめるときに体験しておけば、

おそらく一生楽しめると思います！

どうもありがとうございました！

情報館スタッフインタビュー

芦原輝行 さん

（図書スタッフ）

スタッフインタビュー「情報館数珠つなぎ」のお時間がやってまいりました。

情報館で働いている様々なスタッフの話から、どんな人やどんな仕事が私たちの情報館を

支えているのかを知っていただけたら嬉しいです。

それではインタビュースタート！（インタビュー：福山賜）
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雑誌貸出停止
期間：1 月 20 日（木）～ 2 月 28 日（月）

期間：1 月 17 日（月）～ 1 月 25 日（火）

製本作業のため雑誌が貸出停止となります。※製本雑誌は通常通り貸出ができます。※返却期限を過ぎた雑誌をお持ちの方は、　至急ご返却ください。

ずっと長い間一緒に過ごしていたぶたばあちゃんと孫むすめ。

今までずっと元気だったぶたばあちゃんがある日、朝から元気がありません。

そしてぶたばあちゃんは孫むすめを連れて町を散歩したり、風景をながめたり、

「したく」を始めました。

『ぶたばあちゃん』
マーガレット・ワイルド文

あすなろ書房

情報館所蔵：3F 絵本 726.5||B 76

情報館からのお知らせ＆ご報告

16　パンダパンの絵本のへや／情’s 掲示板

臨時閉館日

入試に伴う休校のため閉館します。

グランプリは誰の手に！？

みんなで投票に来てください！

1/27（木）、2/4（金）、2/5（土）

情報館からのお知らせ＆ご報告

貸出期間：1 月 21 日（金）～ 4 月 18 日（月）

※雑誌・録音資料の貸出期間は通常通り 1 週間です。

※今春卒業予定の方は、3 月 21 日（月）の卒業式当日までに

　必ずご返却ください。

春休みの図書長期貸出

ザ・キング・オブ 情’s 四コマ選手権

公開投票開催！



「おひめさまの憂鬱」

うめぼし・作

今回もニューフェイス登場で盛り上げてくれました。四コマ選手権の募集はいったん締め切りましたが、次年度の募集も

間もなく開始しますので、今の間にネタをためておいてくださいね！

スペースの関係上掲載できなかった、過去の優秀作品をご紹介！

「まつげの長い人々」

もつを～ん・作

「balloon」

キリ・カオタ・作

「carrobbit」

ちゃも・作

「救出される動物」

ともき・作

コメント：

振り飛ばされても、君がスキ♡チュンチュン

コメント：

彼の作品はベタなところもいいのですが、

なんていうか、細かい仕事するところも好きです。

編集長より

編集長のお気に入り《番外編》


