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上智大学図書館だより No. 32

　４月１日に館長に就任して１週間ほどで休館という事

態となりました。このため提供できるサービスがかぎら

れ、皆さまにたいへんご不便をおかけしています。図書

館職員一同、でき得るかぎりの対応を行っております。

何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

　私が在学した大学の図書館は基本的に閉架式で、大学

院生になるまで書庫に入ることはできず、図書館はただ

本を借り出す場所でした。院生時代は、研究に行き詰ま

ると、図書館によく出掛けました。書庫は天井が低く、

窓も少なく、薄暗く息苦しい感もありましたが、所狭し

と並ぶ書架の間を歩いていると不思議と気分が癒されま

す。気がつくと３時間以上も時がたっていることもあっ

たほどです。

　散策中に諦めていた本が見つかることもあります。当

時は、木箱のなかに並べられた図書カードで検索するの

ですが、とくに古い文献は見つからないことがしばしば

でした。そうした１つに、国際連盟時代に裁判所の設置

を審議した委員会の報告書（1920年）がありました。ど

うしても見つからず、ないものと諦めていましたが、何

気なく手に取ったのがその報告書だったときは、思わず

声をあげてしまうほど興奮したことを覚えています（こ

の資料はいまでは国際司法裁判所のHPを通じて簡単に

手に入ります）。

　20年前、上智大学に着任した当初は少し時間に余裕

があり、図書館を散策することがありました。それで気

がついたのは田中耕太郎博士の寄贈本です。田中博士は、

東京帝国大学で商法を担当し、戦後は文部大臣、最高裁

判所長官、国際司法裁判所裁判官などの職に就いた法学

界の大物です。博士は、上智大学初代学長のヘルマン・

ホフマン先生に洗礼を受けていて、戦後すぐに上智大学

で開講された公開講座で講義をされたこともあるようで

す。

　この寄贈本のなかで見つけたのは、田中博士のものと

思われる書き込みです。何冊かの寄贈本を開くと、いず

れもかなりの箇所に書き込みがあり、しかも、なかには

長文のものもありました。多くは苦手のドイツ語で、し

かも専門外の本だったので、この書き込みはまだ調べて

いません。もしかすると、田中博士の研究に関する重要

なヒントとなる書き込みがあるかもしれません。いつか

調べてみようと楽しみにしています。

　残念ながら、いまは図書館内の散策はできません。そ

のかわり、息抜きに電子ブックの検索を楽しんでいます。

図書館HPの「情報検索」より「e-Resources Access 

Page (電子ジャーナル・電子ブックのタイトル検索)」

をクリックして、つぎに「電子ブックのみ表示」のタブ

をクリックします。そこで、たとえば、私の専門分野の 

"international law" を打ち込むと720件（※）ヒットし

ます。これでは多すぎるので、それに加えて "war" を

打ち込むと30件になります。それぐらいの数にして１

冊ずつ確認していきます。新しいもの（2000年代以降）

と古いもの（1860年代から1920年以前）が半々ぐらい

です。いろいろなタイプの電子版がありますが、これか

らどんどん増えてゆくのが楽しみです。

　図書館の利用が制限されるなかで、特別の予算措置が

認められ、図書館はいま電子ブックの購入を積極的に進

めています。もちろん、図書館のなかで１冊１冊手に取っ

て本を読む文化がなくなるとは思いませんが、こういう

状況下では自宅にいながら読める電子ブックは有難いも

のです。電子ブックの利用にかぎりませんが、これから

図書館が果たすべき役割は確実に変化してゆきます。

きっと、いろんな形での図書館の散策を楽しむことがで

きるようになるでしょう。

（※）2020年10月8日時点の件数です。）

図書館長・
法学部国際関係法学科教授

江藤淳一

本学は有料のデータベース（辞書、判例検
索、新聞記事検索など）や電子書籍を大学と
して契約しています。（2万タイトル、92デー
タベース、63社と契約）これらの電子資料は、
本学の学生であれば無料で利用できます。

でも、これらの資料は、基本的に学内（キャ
ンパス内）から利用することを前提に契約し
ています。データベース提供会社からは、本
学の学内から利用する人に対してのみ利用が
許可されているのです。

でも、今は多くの授業がキャンパスでは行
われていません。予習も復習も自宅ですね。
そんな状況の中で、皆さんが学外（自宅や留
学先などの学外）でデータベースを利用しよ
うとしたら、データベース提供会社は皆さん
が本学の学生であることをどうやって見分け
ればよいでしょうか？いくら自分で「上智大
学の学生です」って言ってもダメですよね。
なりすまそうとする人はきっといます。では
どうしたら良いでしょうか。

大学の VPNサービスを利用しましょう。
VPN接続すると、学外でPCを利用してい
るけれど、「仮想的にキャンパス内」にいる
事になります。つまり、データベース提供会
社からは、あなたは本学のキャンパス内にい
るように見えるのです。

インターネットで検索するだけでも、勿論
様々な情報を得ることはできます。しかし、
大学の授業では、信頼性の高い情報を利用し
なければなりません。有料のデータベースや
電子ジャーナルには、そのような情報がいっ
ぱい詰まっています。

情報を探す度に面倒くさいと思うかもしれ
ませんが、就職活動や研究発表など、学外か
ら確かな情報を得たいと思うことが、必ずあ
ります。そんな時、この VPN接続を知って
いれば、怖くないですね。

学外で情報を探すときには VPN接続の癖
をつけましょう。

このサービスは情報システム室が提供しているサービスです。

https://ccweb.cc.sophia.ac.jp/userguide/network/nw-04/
を参照してください。

VPNの設定方法は⬇

VPN接続をするためには上智の ICTアカウントが必要になります。

VPN接続が
なぜ必要か
わからない！

学外から電子資料を
利用するために

という方に、簡単に説明をします。

学外（キャンパス外）からデータベース（辞書、判例検索、
新聞記事検索など）や電子書籍を利用する時に、

まず初めにすることは・・・・・

VPN接続！です。
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～ 第15回　2020年度上半期質問総まとめ！～
今年は新型ウイルスの影響で授業がオンラインになるなど、思いがけない事態に皆さん苦
労したのではないでしょうか。図書館にも様々な質問が寄せられ、皆さんの困っている様
子、不便を強いられている様子がひしひしと伝わってきました。今回はその中から特に多
かった質問を取り上げます。少しでも皆さんのお役に立てればと思っています。

本を借りていますが、大学まで
返しに行くことができません。
どうしたら良いでしょうか。

郵送でも受付けているよ。送料は利
用者負担です。配達記録の残る方法
でお願いします。

（宅急便やレターパックなど）。

図書の郵送貸出サービスを利用し
ました。到着した図書の中に振込
用紙が入っていませんでしたが、送
料は学生負担ではないのですか？

図書館の入館予約の仕方がわか
りません。

返却時の送料のみ負担してもらって
います。

本を返しに行きたいのですが、図
書館の入館予約をしないとダメで
すか？

四谷キャンパス正門にある返却BOX
に返却できるよ。正門守衛所スタッフ
は24時間体制。事前予約は必要あり
ません。

LOYOLAの大学掲示板（2020.9.23
付け）でお知らせしました。

借りた本を郵送で返却したいので
すが、どこに送ればよいですか？

借りた図書の所蔵館の図書館宛に
送ってね。ただし、返却図書が複数
あり、所蔵館が複数になる場合には、
一か所にまとめて返却しても大丈夫。

データベースを利用できません。
eBookを見ることができません。

学外からデータベース等の電子資料を
利用する際には事前にVPN接続を忘
れずに。
https://ccweb.cc.sophia.ac.jp/
userguide/network/nw-04/

帰省中で借りた本が手元になく返却
できません。

図書館にメールで相談してね。
lib-info@sophia.ac.jp

データベースを使いたいのでPWを
発行してください。

ほとんどのデータベースはIP認証と
なっているので、ID・PWは不要だよ。
専用のID等が必要なデータベース
は、図書館HP情報検索ページの各
データベースの説明に記載があるの
でチェックしてみてね。

RefWorksのアカウントを作りたい
のですが、グループコードを教えて
ください。

RefWorksのアカウント作成時にも
VPN接続が必要です。VPN接続後
にRefWorksにアクセスするとグ
ループコードは聞かれないよ。

学位論文を見たいのですが、手続き
を教えてください。

予約入館後、閲覧カウンターで学位論
文の請求記号を伝えてね。請求記号は
学術情報リポジトリで調べることができ
るよ。
https://digital-archives.sophia.
ac.jp/repository/
修士論文は学内のみの公開なのでVPN
接続をしていないと調べることができ
ません。
なお、複写は全体の半分まで、全文複
写には著者の許諾が必要！

〇〇というデータベースを使いた
いが上智大学で契約していますか？

図書館HP情報検索のページから契
約中のデータベースの一覧を見るこ
とができるよ。

ジャパンナレッジのID・PWを教えて
ください。

ジャパンナレッジの利用にはID・PW
は不要。ただし、ジャパンナレッジや
各新聞データベースのようにアクセス
制限のあるデータベースは、アクセス
超過（利用人数がアクセス数を超える
こと）すると、アクセス時にログイン画
面が表示されるんだ。その場合には、
しばらく時間をおいて試してみてね。

他大学への紹介状を発行してく
ださい。

現在サービスを中止しています。再開
時には図書館HPにてお知らせします。

他大学の資料を借りることができ
ますか？

8/31から、他大学からの図書の貸
借を再開したよ。資料到着後、図
書館入館予約をして利用してね（他
大学の図書は、図書館内のみの閲
覧です）。

電子書籍だけまとめて検索でき
ますか？

図書館HPから情報検索＞
e-Resources Access Pageへ。
タイトルや分野から、電子ジャーナ
ルや電子ブックの検索ができるよ。

基本的な検索の方法を知りたいです。

図書館HPでOPACやCiNiiの使い方を
動画で案内しているよ。また情報検索
スタートブックもHPで公開しています。
情報検索＞情報検索の方法 から確認
してみてね。

リザーブブックに指定された図書を借
りることができますか？

現在、リザーブブックは図書館内の
みで閲覧できるよ（館外貸出・郵送
貸出はできません）。予約入館後、
閲覧カウンターで希望の図書のタイ
トルと教員名を伝えてね。リザーブ
ブックは図書館OPACのリザーブ図
書検索から調べることができるよ。

データベース〇〇にアクセスできま
せん。

データベースによっては最新のブラ
ウザにのみ対応しているもの、特定
のブラウザにのみ対応しているもの
などがあるんだ。図書館HP情報検
索ページの一覧表をよく読み、対応
ブラウザを確認してね。

過去の卒業論文を見たいのですが、
どのようにしたらよいですか？

図書館では卒業論文は保管していな
いんだ。学科事務室に問い合わせて
みてね。

図書館内のPCやプリンターは利用で
きますか？

現在は利用できません。
再開時には図書館HP等でお知らせし
ます。

● 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学図書館　閲覧担当宛

● 〒161-8550 東京都新宿区下落合4-16-11
目白聖母キャンパス図書室宛

● 〒257-0005　神奈川県秦野市上大槻山王台999
上智大学短期大学部図書館宛

送　付　先

秋学期には
オンライン講習会も実施するよ！

詳しくはこちら

これからも皆さんに
必要な情報は図書館 HP や図書館公式

Twitter でお知らせしていきます。
まだの人はぜひフォローしてね！

図書館公式Twitter

図書館HP

上智大学図書館 (@sophia_lib）

2020 年 10月現在の情報です。
最新の情報は

図書館HPで確認してね！
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図書館の入館予約の仕方がわか
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返却時の送料のみ負担してもらって
います。

本を返しに行きたいのですが、図
書館の入館予約をしないとダメで
すか？

四谷キャンパス正門にある返却BOX
に返却できるよ。正門守衛所スタッフ
は24時間体制。事前予約は必要あり
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LOYOLAの大学掲示板（2020.9.23
付け）でお知らせしました。

借りた本を郵送で返却したいので
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借りた図書の所蔵館の図書館宛に
送ってね。ただし、返却図書が複数
あり、所蔵館が複数になる場合には、
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利用する際には事前にVPN接続を忘
れずに。
https://ccweb.cc.sophia.ac.jp/
userguide/network/nw-04/
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なお、複写は全体の半分まで、全文複
写には著者の許諾が必要！
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とができるよ。
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面が表示されるんだ。その場合には、
しばらく時間をおいて試してみてね。

他大学への紹介状を発行してく
ださい。

現在サービスを中止しています。再開
時には図書館HPにてお知らせします。

他大学の資料を借りることができ
ますか？

8/31から、他大学からの図書の貸
借を再開したよ。資料到着後、図
書館入館予約をして利用してね（他
大学の図書は、図書館内のみの閲
覧です）。

電子書籍だけまとめて検索でき
ますか？

図書館HPから情報検索＞
e-Resources Access Pageへ。
タイトルや分野から、電子ジャーナ
ルや電子ブックの検索ができるよ。

基本的な検索の方法を知りたいです。

図書館HPでOPACやCiNiiの使い方を
動画で案内しているよ。また情報検索
スタートブックもHPで公開しています。
情報検索＞情報検索の方法 から確認
してみてね。

リザーブブックに指定された図書を借
りることができますか？

現在、リザーブブックは図書館内の
みで閲覧できるよ（館外貸出・郵送
貸出はできません）。予約入館後、
閲覧カウンターで希望の図書のタイ
トルと教員名を伝えてね。リザーブ
ブックは図書館OPACのリザーブ図
書検索から調べることができるよ。

データベース〇〇にアクセスできま
せん。

データベースによっては最新のブラ
ウザにのみ対応しているもの、特定
のブラウザにのみ対応しているもの
などがあるんだ。図書館HP情報検
索ページの一覧表をよく読み、対応
ブラウザを確認してね。

過去の卒業論文を見たいのですが、
どのようにしたらよいですか？

図書館では卒業論文は保管していな
いんだ。学科事務室に問い合わせて
みてね。

図書館内のPCやプリンターは利用で
きますか？

現在は利用できません。
再開時には図書館HP等でお知らせし
ます。

● 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1
　上智大学図書館　閲覧担当宛
● 〒161-8550 東京都新宿区下落合4-16-11

目白聖母キャンパス図書室宛
● 〒257-0005　神奈川県秦野市上大槻山王台999
　上智大学短期大学部図書館宛

送　付　先

秋学期には
オンライン講習会も実施するよ！

詳しくはこちら

これからも皆さんに
必要な情報は図書館 HP や図書館公式

Twitter でお知らせしていきます。
まだの人はぜひフォローしてね！

図書館公式Twitter

図書館HP

上智大学図書館 (@sophia_lib）

2020 年 10月現在の情報です。
最新の情報は

図書館HPで確認してね！
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～ 第15回　2020年度上半期質問総まとめ！～
今年は新型ウイルスの影響で授業がオンラインになるなど、思いがけない事態に皆さん苦
労したのではないでしょうか。図書館にも様々な質問が寄せられ、皆さんの困っている様
子、不便を強いられている様子がひしひしと伝わってきました。今回はその中から特に多
かった質問を取り上げます。少しでも皆さんのお役に立てればと思っています。

本を借りていますが、大学まで
返しに行くことができません。
どうしたら良いでしょうか。

郵送でも受付けているよ。送料は利
用者負担です。配達記録の残る方法
でお願いします。

（宅急便やレターパックなど）。

図書の郵送貸出サービスを利用し
ました。到着した図書の中に振込
用紙が入っていませんでしたが、送
料は学生負担ではないのですか？

図書館の入館予約の仕方がわか
りません。

返却時の送料のみ負担してもらって
います。

本を返しに行きたいのですが、図
書館の入館予約をしないとダメで
すか？

四谷キャンパス正門にある返却BOX
に返却できるよ。正門守衛所スタッフ
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ません。

LOYOLAの大学掲示板（2020.9.23
付け）でお知らせしました。
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あり、所蔵館が複数になる場合には、
一か所にまとめて返却しても大丈夫。

データベースを利用できません。
eBookを見ることができません。

学外からデータベース等の電子資料を
利用する際には事前にVPN接続を忘
れずに。
https://ccweb.cc.sophia.ac.jp/
userguide/network/nw-04/

帰省中で借りた本が手元になく返却
できません。
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lib-info@sophia.ac.jp

データベースを使いたいのでPWを
発行してください。

ほとんどのデータベースはIP認証と
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修士論文は学内のみの公開なのでVPN
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ません。
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〇〇というデータベースを使いた
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他大学への紹介状を発行してく
ださい。
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ブックは図書館OPACのリザーブ図
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データベース〇〇にアクセスできま
せん。

データベースによっては最新のブラ
ウザにのみ対応しているもの、特定
のブラウザにのみ対応しているもの
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図書館では卒業論文は保管していな
いんだ。学科事務室に問い合わせて
みてね。

図書館内のPCやプリンターは利用で
きますか？

現在は利用できません。
再開時には図書館HP等でお知らせし
ます。

● 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1
　上智大学図書館　閲覧担当宛
● 〒161-8550 東京都新宿区下落合4-16-11
　目白聖母キャンパス図書室宛
● 〒257-0005　神奈川県秦野市上大槻山王台999
　上智大学短期大学部図書館宛

送　付　先

秋学期には
オンライン講習会も実施するよ！

詳しくはこちら

これからも皆さんに
必要な情報は図書館 HP や図書館公式

Twitter でお知らせしていきます。
まだの人はぜひフォローしてね！
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図書館HP

上智大学図書館 (@sophia_lib）

2020 年 10月現在の情報です。
最新の情報は

図書館HPで確認してね！
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図書館だより

図書館の散策

上智大学様　図書館だよりno.32　CMYK　A3表面

●図書館の散策 ●教えて! ソフィアンくん
～第15回　2020年度上半期質問総まとめ～　　　

●いまさら聞けないVPN
江藤 淳一図書館長・法学部国際関係法学科教授
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上智大学図書館だより　No. 32

　４月１日に館長に就任して１週間ほどで休館という事

態となりました。このため提供できるサービスがかぎら

れ、皆さまにたいへんご不便をおかけしています。図書

館職員一同、でき得るかぎりの対応を行っております。

何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

　私が在学した大学の図書館は基本的に閉架式で、大学

院生になるまで書庫に入ることはできず、図書館はただ

本を借り出す場所でした。院生時代は、研究に行き詰ま

ると、図書館によく出掛けました。書庫は天井が低く、

窓も少なく、薄暗く息苦しい感もありましたが、所狭し

と並ぶ書架の間を歩いていると不思議と気分が癒されま

す。気がつくと３時間以上も時がたっていることもあっ

たほどです。

　散策中に諦めていた本が見つかることもあります。当

時は、木箱のなかに並べられた図書カードで検索するの

ですが、とくに古い文献は見つからないことがしばしば

でした。そうした１つに、国際連盟時代に裁判所の設置

を審議した委員会の報告書（1920年）がありました。ど

うしても見つからず、ないものと諦めていましたが、何

気なく手に取ったのがその報告書だったときは、思わず

声をあげてしまうほど興奮したことを覚えています（こ

の資料はいまでは国際司法裁判所のHPを通じて簡単に

手に入ります）。

　20年前、上智大学に着任した当初は少し時間に余裕

があり、図書館を散策することがありました。それで気

がついたのは田中耕太郎博士の寄贈本です。田中博士は、

東京帝国大学で商法を担当し、戦後は文部大臣、最高裁

判所長官、国際司法裁判所裁判官などの職に就いた法学

界の大物です。博士は、上智大学初代学長のヘルマン・

ホフマン先生に洗礼を受けていて、戦後すぐに上智大学

で開講された公開講座で講義をされたこともあるようで

す。

　この寄贈本のなかで見つけたのは、田中博士のものと

思われる書き込みです。何冊かの寄贈本を開くと、いず

れもかなりの箇所に書き込みがあり、しかも、なかには

長文のものもありました。多くは苦手のドイツ語で、し

かも専門外の本だったので、この書き込みはまだ調べて

いません。もしかすると、田中博士の研究に関する重要

なヒントとなる書き込みがあるかもしれません。いつか

調べてみようと楽しみにしています。

　残念ながら、いまは図書館内の散策はできません。そ

のかわり、息抜きに電子ブックの検索を楽しんでいます。

図書館HPの「情報検索」より「e-Resources Access 

Page (電子ジャーナル・電子ブックのタイトル検索)」

をクリックして、つぎに「電子ブックのみ表示」のタブ

をクリックします。そこで、たとえば、私の専門分野の 

"international law" を打ち込むと720件（※）ヒットし

ます。これでは多すぎるので、それに加えて "war" を

打ち込むと30件になります。それぐらいの数にして１

冊ずつ確認していきます。新しいもの（2000年代以降）

と古いもの（1860年代から1920年以前）が半々ぐらい

です。いろいろなタイプの電子版がありますが、これか

らどんどん増えてゆくのが楽しみです。

　図書館の利用が制限されるなかで、特別の予算措置が

認められ、図書館はいま電子ブックの購入を積極的に進

めています。もちろん、図書館のなかで１冊１冊手に取っ

て本を読む文化がなくなるとは思いませんが、こういう

状況下では自宅にいながら読める電子ブックは有難いも

のです。電子ブックの利用にかぎりませんが、これから

図書館が果たすべき役割は確実に変化してゆきます。

きっと、いろんな形での図書館の散策を楽しむことがで

きるようになるでしょう。

（※）2020年10月8日時点の件数です。）

図書館長・
法学部国際関係法学科教授

江藤淳一

　本学は有料のデータベース（辞書、判例検
索、新聞記事検索など）や電子書籍を大学と
して契約しています。（2万タイトル、92デー
タベース、63社と契約）これらの電子資料は、
本学の学生であれば無料で利用できます。

　でも、これらの資料は、基本的に学内（キャ
ンパス内）から利用することを前提に契約し
ています。データベース提供会社からは、本
学の学内から利用する人に対してのみ利用が
許可されているのです。

　でも、今は多くの授業がキャンパスでは行
われていません。予習も復習も自宅ですね。
そんな状況の中で、皆さんが学外（自宅や留
学先などの学外）でデータベースを利用しよ
うとしたら、データベース提供会社は皆さん
が本学の学生であることをどうやって見分け
ればよいでしょうか？いくら自分で「上智大
学の学生です」って言ってもダメですよね。
なりすまそうとする人はきっといます。では
どうしたら良いでしょうか。

　大学の VPNサービスを利用しましょう。
VPN接続すると、学外でPCを利用してい
るけれど、「仮想的にキャンパス内」にいる
事になります。つまり、データベース提供会
社からは、あなたは本学のキャンパス内にい
るように見えるのです。

　インターネットで検索するだけでも、勿論
様々な情報を得ることはできます。しかし、
大学の授業では、信頼性の高い情報を利用し
なければなりません。有料のデータベースや
電子ジャーナルには、そのような情報がいっ
ぱい詰まっています。

　情報を探す度に面倒くさいと思うかもしれ
ませんが、就職活動や研究発表など、学外か
ら確かな情報を得たいと思うことが、必ずあ
ります。そんな時、この VPN接続を知って
いれば、怖くないですね。
　
　学外で情報を探すときには VPN接続の癖
をつけましょう。

このサービスは情報システム室が提供しているサービスです。

https://ccweb.cc.sophia.ac.jp/userguide/network/nw-04/
を参照してください。

VPNの設定方法は⬇

VPN接続をするためには上智の ICTアカウントが必要になります。

VPN接続が
なぜ必要か
わからない！

学外から電子資料を
利用するために

という方に、簡単に説明をします。

学外（キャンパス外）からデータベース（辞書、判例検索、
新聞記事検索など）や電子書籍を利用する時に、

まず初めにすることは・・・・・

VPN接続！です。
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