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所蔵資料紹介: TheHandmade papersofJapan
首薹1

ーー/f

︺/

゛0

マルチメディアミニ活用術第2回(写真の色を調整してみよう)
初期パスワドは変更していますか?
総合情報センターのホームページをのぞいてみよう!
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閉架書庫への入庫のすすめ
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Web上の.図書館サービスと
検索システムを積極的に活用しよう
学術情報(図書館)システムが変わり、web上でできる
たくさんの新しいサービスや様々な資料検索システムを
捌共しています。図書館利用者の皆さんはで存知でしょうか?
●借りている資料の返却期限日を知りたい
●借りている資料の貸出期間を延長したい
●購入希望の資料の検討結果はどうなったのか?
●文献複写や現物貸借を申し込みたい

POINT!
①DOORS、統合検索やデータベースを使いこなそう
②携帯電話版DOORS(MyDOORS)を使ってみよう
③Vvebサービスを活用しよう
④ MyLib「日Ⅳにログインしてみよう

統合検索やオンラインデータベース
を使ってみよう

など、今までは図書館まで足を運ぱなけれぱできなかった

レポート・論文作成の資料を収集する時に、DOORSで

ことや知ることができなかったことが、vveb上でできるよ

本学の所蔵資料のみを検索していませんか?今回は、

うになりました。

資料収集の世界を広げるために、MAGAZINEPLUSを

また本学の所蔵資料を検索するDOORSや携帯電話版

用いた統合検索の検索例をこ紹介いたします。

DOORS(MyDOORS)の他にも、他大学や商用データ

MAGAZINEPLUSは、雑誌記事・論文情報の国内最大級の

ベースとの横断検索や、Z39.50プロトコルでの国内

データベースです。レボート・論文テーマのキーワードから、

海外の大学との横断検索など様々な検索システムを提供

記事・論文名、収録誌、巻号が見つかれぱ、統合検索の

しています。

「本学所蔵確認」機能を使って、その雑誌を本学で所蔵して

その一例についてこ紹介いたします。

いるか検索できます。
所蔵していない場合には、他大学に複写依頼を行うこと

DOORS=Doshishe
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etrieval

ystem

もできます。
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Web上の図館サービスと検索システムを極的に活用しよう
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検索例統合検索はDOORSからりンクしています。
3検索結果件数が出ますので、
件数の部分をクリックしますと、

1 統合検索へのボタン
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をクリック

EBOPAC

MAGAZINEPLUSの画面に
遷移します。
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借りている資料の期間を延長したいときは!
(vvebサービスを活用しょう!)
図書館に行かなくても、vveb上で貸出更新ができます。
出一覧a 件)

更新画面はDOORSからりンクしています。
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3更新したい資料を選択(右の「更新」
のところにチエック)し、「貸出更新を
行うをクリックします。
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4貸出更新を行った日を基準に、返却期限日が
更新されます。ただし、予約がかけられてい
る資料や、延滞中の資料がある場合は貸出
更新はできません。

41SSN(国際標準逐>欠刊イ子物番号)
が記載されている記事は、
ISSNが黄色くハイライトされ、

上から順に自動的に上フレー
ムの欄に値が入力されます。

携帯電話版DOORS(MyDOORS)でも『利用問い合わせ』や『予約依頼』ができます

雑誌のISSNを入力し、本学所
蔵確認を行います。

h杜P://mydoors.doshisha.ac.jp/
一一登

探している記事が載っている

DOORSと同様に携帯電話で、資料を検索することができ
ます。ただし逐次刊行物は、検索対象としていませんので、こ
本学で所蔵していない場合

注意ください。その他にも探している図書が貸出中の場合は、
予約依頼を申し込むことができますまた、自分が何冊借りて
いるかわからなくなった場合や、借りている資料の返却期日が

打です

罰竹

本学で所蔵している場合

池寛

1 片L[宏

却

分らなくなった場合も、利用状況確認から調べることがで
きます。(予約・利用状況確認機首Eはi・mode、>odafonelive
のみ対応しています。)
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6この記事を読みたいと思ったら

5図害館で所蔵していない場合
でも、学内の各研究室や同志
社女子大学で所蔵している資
料を利用することができます。
ただし、各研究室によって利用
方法が異なりますので、詳細は

文献複写を申し込みたい場合、
上部にある[複写依頼]をクリッ
クし、文献複写を申し込むこと

両図書館メインカウンターで
こ相談ください。

MyLlbraryにシングルサインオン機能か追加されます!
今年度中に提供予定)

ができます。
また、レファレンスカウンター

シングルサインオン機能の追加で、MyLibraryに一度ログ

で紹介状を受け取り、直接閲
覧に行くこともできます。

インすれぱ、図書館の全てのVvebサービスを認証なしに利用
U

することができるようになります。

My Libreryとは、蔵書検索や利用状況確認、vveb上の情報
貸借依頼も同様にVvebからでも申し込みができます。

※L!j主^、

このように図書館に行かなくても複写・貸借の申し込みを

N11検索でもDOORS検索でも必ずしも書誌事項にISSNが入力されて

行うことができるようになりました。
今後も対象データベースの追加などサービスを充実させ、
よゆ1央適な、より利便性の高い検索システムを提供していきます。
ぜひ資料収集の際には統合検索もこ活用ください。

.

いるわけではありません。ヒットしない場合でも個別にタイトル等でDOORS、
NACslsvvebC8tやNDLOPACで再検索してみてください。
MAGAZINE PLUSBOOKPLUSは学内ネットワーク接続のみこ禾」用
できます。

収集のりンク集、図書館からのお知らせなどがーつの画面で

わかる学術情報のボータルサイトです。
ぜひ一度DOORSの左フレームの My LibraⅣにログイン

"
月

してみてください。
※詳細は変更される可能性があります。こ了承ください。
ゴ
'iマ牙二軍;「^
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所蔵資料紹介

今出川図書館貴重室【585611T96011S、1 4】

7heHandmade papersofJapan旧本の手漉紙』
てすき

欧米人を魅了した手漉和紙
「非常に美しい色紙で、まるで木綿か絹製品としかお
もわれぬ立派な出来である」

究書を著した。そのなかで、ひときわ精彩を放ち和紙

それに内閣抄紙局西大寺(岡山)分工所・長和田氏所有

研究の金字塔と詣われているのが、今回紹介する

のスカシ入り和紙コレクションが次々に提供されたのだ

Thomas Keith Tindale, The Handmade papers of

つた。

合を象徴するためにデザインされたものである。

Japan (charles E. Tuttle,] 952)である。

江戸時代中期、長崎出島のオランダ商館医師・ドイツ
かいこくきかん

人ケンペルは、帰国後刊行した著書「廻国奇観』(17]2)

手漉和紙の原料およぴ製法を詳細に記録し、ヨーロッパ
世界に初めて日本の和紙を知らしめた。

TheHandmadepapersofJapan
『日本の手漉紙』
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のなかで、こう日本の手漉和紙を讃えている。また彼は

)ー

著者ティンダル(Thomas Keith Tindale 1909・

V' 1、,

198])は、終戦直後に来日して連合国総司令部の人事
1

顧問・大学行政担当の要職を務めた人物である。在職当
時たまたま訪れた内閣抄紙局で目にしたスカシ入りの

14.̲

、、

̲五一
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^

和紙の美に魅せられ、全世界への紹介を思いたつこと
になった。離職後は8力月のあいだ日本に留まり、各地の

写真はV0ι..2 The sekico//eCガm の内容を一部示し

紙漉村に足を運んでは資料を集め、妻のハリエットとと

たものだ。天平時代の写経、鎌倉時代の紺紙の実物を

もに一冊の書物に纏め上げたというのが製作の由来で

標本紙として切り取って貼付している。このように手漉

ある。

和紙の歴史を典型的な標本紙と解説文によって辿るこ

本の構成は、以下の4巻からなる。

とが可能となっている。

勺麹

炉・

タイトル中央の模様がモノグラム

V0ι.1 TheHandmadepapers ofJapan
ケンヘル日本誌楮の図より
【291.09 K9211】今出川図

館

V0ι.2 The sekic011ection

室

V0ι.3 The contemporary c011eCガ0n
これは、日本人の手になる寛政]00798)年刊行の
かみすE 5'うほうき

V0ι.4 The watermark c011ection

ティンダルと日本人協力者たちの友情

本学の所蔵本

その伝記を播いてみると、ティンダルは目的にむかっ

The Handmade papers ofJapan は1952年に250

かみ,きたいがい

畔氏漉重宝記」、天明40784)年のn鰯鹿大概」1こ遡る

VOL.]はティンダル自らが各地の紙郷を訪ねて調査

て真撃に邁進し、物事を最後までやり抜ぐ性格を持った

部限定版で刊行された(非売品)。ティンダルの母校で

こと70年以上も前のことだった。その後もスウエーデ

した報告書で、手漉和紙の製紙法を在日外国人美術写

人であった。和紙研究に対する前向きな姿勢と探究心

あるスタンフォード大学など外国の有力大学、各国の元

ン人医師ツンベルグやドイツ人博物学者シーボルトら、

真家の最高峰をゆく人、フランシス・ハーンによる写真

に共鳴した英文学者・和紙研究家の寿岳文章や先の和

首クラスに寄贈されたという。

来日外国人の多くが和紙の素晴らしさに魅了され、世界

入りで紹介したものだ。VOL.2からVOL.4は篤志家か

紙研究家・関義城らを動かし、厚い友情が育まれた結果

に紹介することになる。

ら提供された和紙コレクションを標本紙として貼付、合

この書物が誕生することになった。

本学所蔵のものは、限定出版に先立ってつくられた見
本版で、発行者のタトル自身が所有していたものである。

開国から明治以降も、ドイツ人のオイレンブルク、イギ

綴したものである。これらの標本紙をみると、一種でと

また出版に尽力したタトル社のチャールズ・タトルは、

リス人オールコックなど駐日公使らによって和紙製造の

に持つ素材、彩の美しさに言葉を失うほどである。また

日本とアジアに関する書籍を刊行して日米両国の相互

情報が集められ、]862年のロンドン万国博、]867年

付録には、楮や三裡の実際の繊維まで付されている。

理解を推進する出版活動を行った人物である。その功

限定版のため日本での所蔵館は少なく、また貴重な

なかには、彼が集めた和紙に関する新聞の切抜きや和

紙に関する展覧会のカタログなどが添えられている。

のパリ万国博での出品物となり、広くヨーロッパの亘目

標本紙は非常に貴重なもので、門外不出とされてい

績によゆ]983年には昭和天皇より勲三等瑞宝章の下

標本紙を含む性質上完全復刻は不可能とされ、多くの研

を集めることになった。昭和に至っても欧米人の和紙に

た印刷局の透き入れ美術紙20点も含まれる。ティンタ

賜を受けた。このようにみてくると、日米の人々の稀有

究者にとって幻の名著であったが、幸運が重なり、数年

対する深い関心はやむことなく、多くの紙研究家が来日

ルがこれらを入手できたのは、日本人との協力関係、特

な出逢いと友誼がこの書物を生んだといえよう。

前に本学でもこの書物を入手することができた。興味

した。とりわけ紙の虜ともいうべきアメリカ人研究家八

に製紙業界からの支援があったからこそである。ティン

この友誼を示すため、著者の自序、アメリカ人和紙研

ンターは、世界各地の紙のなかでも「全製紙技術の奇蹟」

ダルの熱意にほだされ、時の三菱製紙常務取締役・関義

究家ハンターの序文で始まるタイトルページには、「東」

と日本の和紙を褒め讃えている。

城が所有する天平時代以降]200年問に作られた和紙

「西」のモノグラムが中央に配されている。国際協力に

225種、森沢日本和紙組合長所有の現代日本紙150種、

よって完成したこの書物の精神を伝え、東洋と西洋の融

和紙の美に魅せられた欧米人たちは、多くの和紙研

を持たれた方は一度手にとって、和紙の素材、彩の美し
さを是非とも堪能していただきたい。

@
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マルメディノミー活用術

閉架書庫への入庫のすすめ(fmm今出川図書館)

PhotoshoPで写真の色を調整してみよう!

第2回

ここでは、「photoshop」を使った画像編集の方法を紹介します。
マルチメディアラウンジのすぺてのパソコンにPhotoshoPがインストールされています

PhotoshoPは様々な画像の編集・加工ができるソフトですが、今回は写真の色調を調整する「色調補正」の機能を紹介します。

●明るさを調整してみましょう
叩 0→0 1'智^
モ』^
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「あるはずの本がない!見つからない!」「配架場所閉架

入庫の手続きは以下の通りです。

つてどこ?」こんな経験をされた方が意外と多いのではない

●カウンターで学生三正利用力ードを提示する。

でしょうか。

●ロッカーキーと入庫章を受け取る。

今出川図書館の資料は、入館してすぐに目に入る開架資料と、
閉架書庫に保管されている閉架資料の2種類に大別されます。

●写真を鮮やかにしてみましょう

ノード筆記用具・持ち込み資料以外の持物はロッカーヘ。
コH局田^

入庫章は目立つ場所に着用する。

匝三"「ー

手続き終了後、カウンター後方の入口より入庫してください。
包

です。

開館から閉館の]時間前まで利用できます。なお、禁帯出・逐

開架スペースには、現在図書約8万冊、雑誌約450タイトル
が配架されています。一方、閉架書庫には、図書約46万冊、製

型本、統計、年鑑類等が豊富に揃っています。

返却トラックまたはキャレル(書庫内閲覧机)1こいてください。
ピンクの栞が挟んである資料は、古くて傷みの激しい資料です。

1明るさを調整した写真

..,

Pプレb一脚

3写真が鮮やかになる

●部分的に色を変更してみましょう
許容を調整する

色相を調整する

室
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本学学生・大学院生・法人内教職員

本学卒業生・同志社女子大学学生
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②朋るさ・コントラスト調整でコントラストを調整

覗いてみませんか。
入庫条件

血幡害還"

劃

山

習に役立ててください。

ての資料が見つからなかったあなた、是非一度"閉架書庫"を

.

謡一

同志社大学の財産である図書資料を大いに活用し、今後の学

今出川図書館には本が少ないと感じているあなた、お目当

0^◆王0
トーノカーブM
出・゛佃鳳如.

X

取扱いには十分注意してください。

同志社大学創設期から120余年にわたって収集されてきた、

此'京サイ寓
^

カトラ入卜轡

帯電話は厳禁です。また、利用後の資料は、書架には戻さずに、

:窒綴"脚款

腫咋

ウンターにて手続きをしてください。

スには置ききれない、より専門的な資料、美術全集、古地図、大

コイ局^里ユ^

'1^匪=高7
b壱^U

.局き■

閉架書庫の利用についても、開架スペースと同様、飲食、携

はないでしょう。

1 中レイ¥^
是一^

次刊行物以外の資料は貸出可能ですので、出庫時にメインカ

本済の雑誌約7,500タイトルが配架されており、開架スペー

「所蔵資料の心臓部は閉架書庫にあり」と言っても、過言で

3写真が明るくなる

②レベル補正で明るさを調整

气メノ一

いずれの資料も利用者が自由に手に取り、貸出が可能な資料

1 暗く、色あせた写真

寄宝W
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戸色
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「ー^
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^
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1色域指定ツールを手」用して選択したい色を選択する
ここでは花びらの赤色を指定する

4PhotoshoPで色補正処理を施した写

花びらをクリックする ②「色調補正」→「色相・彩度」を選択

③色彩・彩度で色を変更する

PhotoshoPで色補正処理を施した写例

含口仁
ーー゛.,".,

ψト
ラーネッド記念図書館でも、書架の乱れを

館内で利用した
資料は返却台へ!

少なくし、より資料を探しやすくするために、
返却台を設置しています。図書館内で利用
した貸出手続きをしていない資料は、必ず
返却台に戻しましょう。

元画像

花の色を赤に>

全体をセピア色に

PhotoshoP1こは、色彩を調整する機能もありますが、ここでは少し高度な
機能として一部の色だけを調整してみました。上のような設定を行うと、
左写真のように写真を美しく、また自由自在に変えることができます。
授業やゼミで利用する資料のための写真やイラストをPhotoshoPで編
集してみませんか?
※PhotoshoPはAdobe社の画像編集ソフトです

.

初期バスワードは変更していますか?
本学情報環境を利用するために必要なユーザ1D・パスワード

そういったことを避けるためにユーサ1D・ハス
ワートはとうやって管理したら良いのでしょう

は非常に重要です。しっかり各自で管理しましょう。

なせユーザ1Dとハスワートをしっかり管理しない
原則上初期バスワードは必ず変更し、暗記する

といけないのてしょう
ユーザ1Dとバスワードがわからないとー・

初期パスワードは容易に暗記できないよう、乱数で作成さ

●盾報処理実習教室などのPCILログインできず、授業を受ける
ことができない。

れています。よって初期パスワードをそのまま使い続けるこ

メールの利用ができずレボートを提出できない。

とは、多くの人にとって、ユーザ1D通知書を常に持ち歩くこと

もしバスワードが他人に知られてしまったら・ー

につながります。しかしユーザ1D通知書を持ち歩くことは大

●情報処理実習教室などのPCから不正に印刷され印刷料金

変危険です。いつどこでユーザ1Dとパスワードが悪意を持っ

を使われてしまう

た第三者の手に渡るか誰も予測できないからです。

ユーザ1D通知書を受け取ったら直ちに、初期パスワードを

●メールを覗き見られるといったようにプライバシーが侵害

他人に推測されない且つ自分が覚えやすいものに変更し、必

される。
それだけでなく川

ず暗記すること、それがユーザ1D・パスワード管理の大原則

●あなたのユーザ旧を不当な人が使用することにより犯罪が

です

行われた場合、あなた自身の責任を問われるといったこと

自分で作成したパスワードをしっかり暗記することで、左で

述べたような不慮の事態も防ぐことができるのです。

などにもつながります。

ては、とのようILしてハスワートを変更するのてしょう
<本学ホームページから>

<大学の情報境のPCから>

総合情報センターのネットワークの利用の「パスワード変更

デスクトップ上の「インターネット」フォルダ内に格納されている

設定メニュー(学内)」から変更できます。

「パスワード変更設定メニュー」のアイコンから変更できます。

÷セキユリティ確保のためハスワードは定期的に変更するようにしましょう

総合情報センターのホームベージをのぞいてみよう!
h廿Pゾ/WWW.doshisha.ac.jp/gakuj0門ndex.html
同志社大学の所蔵情報を調べたいと

同志社大学

1学含F・瑚突料

'

ん1‑

.'

.'

門志社大学で学びたい方1

一般の方に本学教最貸に

いつで.とこでもVJob上ビ、広'る

図同志社大学の紹介
目 Cyber学長室

センター

目腎・研究活動

m'0 斤1扣"1、CC

きは、ここからDOORSにアクセスで
きます。

."","."①"'、,,プ⑨t婦

創

10

学術情報データベースや電子ジャー
ナルヘダイレクト1こ!

図書ヨの新しい亀tyle
総合情報センターのWh日ゼSNeWです。
最新のニユースはここに掲載してい

図就情偲
●回宙館の利用

目蛇合情"センター

今出川按^習衝宰田辺按抽ラーネ゛記念
図杏趣,帰にういて

目国線・広内交流
目産官学・社会通携

■

(りエゾンオフィス

目問志社口ーム記念飽

●ハソコンの利用
孝内バソコン0削用.忙,刀トウェア尊に訓、、て

、ネyトワークの利用
学術燭帳ネ小ワーク、インターネニ゛・の"用につ
いて

バスワードの変更は

,マルチメディア環境
スタ.ノオ、映倭瑪芽最俸等本学マしチチイア聞
過装偏に訓、τ

茎

,マニユアル・手親キ・規程
*学情M鳳墳利用潮しτのマニュアル緬蝿
恨にういて

違綣・H■い合せ先

MAP・交L画携関

このサイトに七凡1て

0Φ他h1Φ淀^^N封,.UM雌11¥A1敗Mエル封内制田舶12

データベース

検素

ます。

^
,剣合侑琵センターからのお知らせ

情報環境に関するお知らせです。

, Dn0ⅥS(信報環境に聞するお知らせ)
図要・歴史
図間館・問室時問一覧
囲畑習会
図認合情帳センター報
目施設案内マッブ

④総合倩報センターサイト
0緒合悟報センタお問い合せ先

今日って何時まで開いてるの?そんな
質問にお答えします。

巨匪

こちらから。

⑥

C口艮害検素
C口 DOORS

■マルチメディア
皿情報基礎講座
■図書館
の講習会情報を知りたい方はここを
クリックしてください。
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