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大学での勉学は、講義やレッスンなどで先生か

てだけではなく、共同活動やコミュニケーション
の場所としての機能も求められるようになり、本
学図書館もすでにさまざまな取り組みをしてまい

ことが大切です。その勉学には図書、楽譜および

りました。

また、音楽の分野や表現される場が多様化してい
る今日、広い視野から音楽を捉えることも求められ
ています。
この学びの力強い手助けとなるのが図書館で

6

一方、図書館は個人の日常の勉学の場所とし

ら学ぶだけでなく、自分で考えて、調べて、試みる
CD等の視聴覚資料という多様な媒体が必要で、

2009年度 図書館利用アン
ケート結果 -音楽学部-

刊本や論文も読むこともできます。

期大学では、さらなる「質の追求・向上」を目指し

指して取り組んでいます。
私の推薦図書/CD/DVD

澤田篤子

しょう。しかし、今日、パソコンやインターネットの普
及で、図書館に求められるものが急速に変わって
きました。インターネットとパソコンがあれば、最新

以上のような新たなメディアとの調和、そして
個人の勉学と集団の活動との調和を目指して図
書館は日々努力していまいります。しかし図書
館活動を支えるのは、利用者である皆さんで
す。
皆さんがより積極的に図書館を活用されることを
教職員一同願っております。

の音楽や映像に接することができますし、また新

＜私の推薦CD＞【照屋 正樹先生（作曲・理論）】
“古代ギリシャの音楽”

ており、中途半端な現代音楽より遥かに刺激的

グレゴリオ・パニアグワ指揮アトリウム・ムジケー古

で面白い。

楽合奏団（日本ビクター JMXR24200）

また、録音は1978年なので当然アナログである

（図書館バーコード番号：A009219＋）

が、当時から優秀録音とされてきた事でも名高

題名の通り、古代ギリシャの音楽を収めたCDで

い。ちなみに私は、このアルバムをレコードとCD

ある。しかし、その頃の楽器も楽譜も完全な形で

共に所有しているが、20,000Hz迄しか再生出来

残っているはずはなく、要はパピルスの切れ端や

ないCDより、レコードの方が断然響きが豊かで

石柱の破片に刻まれた銘文から、楽器の復元も含

美しく、かつ直接音が鮮明である。

め、創造力を駆使して作られたCDである。した
がって、趣向を凝らした創意溢れる仕上がりとなっ

内容、録音共に鮮烈な印象を与える1枚であ
る。

Page 2

2010 図書館便り

＜私の推薦図書＞
【松尾 祐孝先生（音楽・音響デザイン、作曲・理論）】
【図書】／私から勧める“この一冊”
from 松尾祐孝

統音楽 （民俗音楽）の持つ逞しいチカラと
世界的にも希有な多様性に、この本は気付

小泉文夫「日本の音」／平凡社

かせてくれる。私は以後、邦楽器作品（特に

（ISBN4-582-76071-6 c0373／1200円）

主要邦楽器とオーケストラの為の協奏曲）の

（図書館バーコード番号：J061717）

作曲をライフワークの中核に据えるようになっ
た。同じシリーズで刊行されている小泉文夫

極東の日本に生きていながら、西洋音楽
の構造システムに基づく音楽にどっぷりと浸
かっている私たちは、実は本当に大切な音

「音楽の根源にあるもの」／平凡社（ISBN4582-76057-0 c-0373／1200円）も併せてお
勧めします。

楽を見失ってはいないだろうか。日本の伝

＜私の推薦CD/DVD＞
【松尾 祐孝先生（音楽・音響デザイン、作曲・理論）】
【ＣＤ】／私の勧める“この１枚”
from 松尾祐孝

【ＤＶＤ】／私の勧める“この１枚”
from 松尾祐孝

東京フィル「新世紀への讃歌」／Live

「サンダーバード」コンプリートボックスPART

Notes／WWCC-7414

１＆PART２（各６枚組）

（図書館バーコード番号：A052720Q）

東北新社／TBD9004 & TBD9005
（図書館バーコード番号：V0073266、

手前味噌ではありますが、このＣＤは私自
身が企画から参画してホスト役として全体の

V0073277、V0073288、V0073299、
V0073301、V0073312）

コーディネイトと１曲目の作曲を担当した、
国際プロジェクトＣＤです。21世紀開幕の年
に、（先進国の生活は飛躍的に便利になっ
たものの）戦争や地球環境破壊に明け暮れ
た20世紀の愚行を顧みながら、新世紀（未
来）に希望を託すというテーマに基づく、ア
ジア環太平洋圏出身の８名の作曲家による
共作連作です。“純粋な音楽作品であると
同時に社会的メッセージを世界に発信す
る”ことも、音楽は成し得るのです。

この１枚というよりこの２セットですが…、私
が声を大にしてお勧めするスーパーマリオ
ネーション（高精度操り人形）実写テレビシ
リーズです。既にＣＧや３Ｄが当たり前になり
つつある今日の映画放送業界ですが、手作
りのアナログ映像もがこんなにも素晴らしく、
楽しく、臨場感にも溢れているということに、
貴方はきっと驚くに違いありません。約45年
前の制作ですが、今見ても輝きを全く失って
いません。 “物作りの素晴らしさ”を、人類は
忘れてはならないのです。その上、音楽と効
果音がまた絶妙なのですから、もう最高で
す！
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【図書館からのお知らせ】
① ２階書架を変更しました。

② ジャズコースの卒業研究ＣＤを所蔵しました。

２階エレベータ付近の書架を変更し、閲覧席側

１階受付カウンター左の新着コーナーに、

には、音楽辞典、各種言語の辞典類、心理学や

ジャズコースの卒業研究ＣＤを配置しまし

幼児教育関係の専門書等を配置しました。

た。これは、ジャズコースの学生の皆さん

また、２階書架のＬＰレコードを地下に移動する

が、４年間の学修の集大成としてまとめたも
ので、館内にて自由に視聴できます。

と共に、地下２階の閉架から、音楽辞典、目録、
カタログなどの音楽専門書（洋書）を２階開架へと

（なお、館外貸出はできません）

移動しました。図書館委員の先生方ともご相談の
うえ、今後さらに使いやすい図書館を目指し、書
架等の変更を随時実施致します。

③ 学生リクエストのルールが変わりました。
図書館で購入する資料について、学生の皆さんからもリクエストを受け付けておりますが、より幅広い皆さんから
の要望をいただくため、図書館委員会にて審議の結果、平成２２年度より以下の通りと致します。
（ⅰ）本学の学修に関連する図書、楽譜、ＣＤ・ＤＶＤ等に限定します。
（ⅱ）１ヵ月のリクエスト件数は1人５点までとし、年間の合計は３０件以内とします。
（ⅲ）当月のリクエスト分は１ヵ月毎にとりまとめ、翌月開催の図書館委員会において購入の採否を
決定する。その結果は図書館のホームページ及びリクエストシステム上にて通知します。
（ⅳ）本来あるべき図書・ＣＤ等が紛失等で見当たらない場合のリクエストについては、
上記の年間リクエスト件数に算入しません。
（ⅴ）学生リクエストの受付期限は当該年度１月末日までとします。
但し、当該予算がなくなった場合は、受付期限前でも終了することがあります。
期限前に終了する場合は、ホームページにて学生のみなさんに告知します。

④ 3220、3218号室が閉室になります。
図書や楽譜・CDなど、従来からある媒体（メディア）に加え、インターネット
やデータベースなど、新たなツールとの融合を更に強化するため、８月
よりメディアセンターと図書館が統合されます。これに伴い、図書館２階の
ミニシアター（3220号室）及びAVルーム（3218号室）にメディアセンター
が移転するため、上記２室は7月22日より使用できなくなります。
学生の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく
お願い致します。
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18）図書館へのご要望やご意見があれば、自由にお書きください

※(

)内は意見数

セルフサービスをやめてほしい（67）
Ex）資料が適切な場所になくて探しづらい／いつまでも貸出中になっていて利用できない／CDが減ってきて困る など

資料が少ない（45）
Ex）一般図書／論文を書くための資料／ミュージカル資料／バンドスコア／楽譜／ピアノのCD／ジャズのCD など

開館日・時間について（9）
Ex)祝日も開館してほしい／夜10時までやってほしい／Vistaから７にバージョンアップしてほしい

パソコンについて（7）
Ex）台数を増やしてほしい／起動が遅い／フィナーレを増やしてほしい／１FPC印刷できないものがある

勉強机を増やしてほしい（6）
その他
コピー機の台数を増やしてほしい／１F PCがうるさい／就職活動のため新聞がほしい／去年の形に戻してほしい／
リクエストにもう少し迅速に対応してほしい／CDの貸出延長／いつも助かっています／CDの配置がわからない／
ブルーレイの見方がわからない／休憩所を作ってほしい／向かい合わせのときは仕切りがほしい／図書カードと学生証が一緒だから練習
棟の部屋とりができない／ゲートを復活させてほしい など
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18）図書館へのご要望やご意見があれば、自由にお書きください

※(

)内は意見数

資料を増やしてほしい（22）
Ex）保育関係の資料／DVD／図書/借りたいと思ってもない など

パソコンについて（12）
Ex)起動が遅い／台数を増やしてほしい/やり方がよくわからない／印刷ができないPCがある／Macが使いにくいなど

視聴覚室がよい（8）
Ex)シアタールームがとってもよい／もっと増室してほしい など

開館日・時間について（4）
Ex)土日も開館してほしい／試験週間は毎日開館してほしい／開館時間を早くしてほしい など

その他
音大の人ばかりで入りにくい／まだ図書館を利用したことがないので利用してみたい／利用の仕方がよくわからない／
どこに何があるのか地図を置いてほしい／飲み物くらいは持ち込み可にしてほしい／満足です／頑張ってください／
リクエスト用パソコンの存在は知らなかった／漫画があるのが嬉しい／あまり利用しないのでわからない など

Page 6

2010 図書館便り

【図書館に対する投書へのご回答】
４月から６月にかけて、図書館宛てにいただいた投書に対するご回答です。
今後ともご意見、ご要望等がございましたら、投書をお寄せ下さい。

＜ご意見・ご要望＞
昨年度までの21時までの開館時間に戻して欲し
い。閉架までは求めないが、PCなど21時まで使いた
い学生は多い。また、貸出も昨年度の期限に戻して
欲しい。（貸出条件に関する同様のご要望が他に１
件）

＜ご回答＞
今年度より貸出・返却のセルフサービスを中止しカ
ウンターでの対応になり、また、閉架図書・楽譜の貸
出対応時間も18時45分までに延長しております。た
だし、当面は開館時間の延長は難しい状況です。

＜ご意見・ご要望＞
リクエストの枚数制限をなくしてほしい。検索に引っ
かかるのに、存在しないCDが多数。ちゃんと確認し
てほしい。

＜ご回答＞
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。閉館作業日
等に点検を行い、確認を進めて参ります。なお、紛失
分の再購入についてはリクエスト数にカウントされま
せんので、お気づきの場合は随時カウンター担当者
にご連絡下さい。

図書館は平日の午前中、もしくは土曜日には利用
者が少なく、資料の閲覧も余裕をもってできますの
で、それらの時間帯に一層の利用をお勧めします。
また、図書館の向かいにあるOA教室では、授業等が
なければPCを２１時まで利用可能ですので、ご活用
ください。 貸出条件については、見直しを検討中で

＜ご意見・ご要望＞
今年に入ってから、まだ1枚もCDが入ってこない。
どうにかしてほしい。

す。
＜ご回答＞
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。学生リクエス
トの制度を見直したため、受付が遅くなってしまいま
した。６月より順次入荷していますので、もう少々お待
ち下さい。
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