
館長 木曽 正之 

  図書館では、学修環境を改善するた

め2018年度に向けて次のような変更を

行いました。 

● PC席・視聴席・閲覧席等を、座り心

地の良い椅子に更新しました。

● パソコンは Windows 10 になり起動

時間が短縮されました。

● ３つのAVルームのテレビ・ブルーレ

イプレイヤー等を更新しました。

● 外部データベース・電子ジャーナ

ルの拡充およびリモートアクセス環

境の改善を行いました。

● 絵本の部屋に約２５０冊を補充しま

した。

 学生リクエストによる昨年１年間の購入

資料数は611点でした。 今年度も皆さん

からのリクエストをお待ちしています。 

  図書   61 

  楽譜   94 

  CD   330 

  DVD・ブルーレイ  126 

  合計  611 

 平日の午後は、在学生の図書館サ

ポーターが、利用者の方からの質問・相

談に対応しています。図書館の利用、資

料の検索、複合機・パソコンの利用等に

ついて不明な点があればお声掛けくだ

さい。 

サポーター不在時などに、不明な点が

ございましたら、図書館スタッフにお問い

合わせください。 

 今年度も多くの方に図書館を利用して

いただくことを期待しています。 
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書 名：『アーノンクールとコンツェン 

     トゥス・ムジクス 』 

著 者：モーニカ・メルトル 

      ミラン・トゥルコヴィッチ 

訳 者：臼井伸二, 蔵原順子, 石川桂子    

出版社： アルファベータ     

刊行年： 2006年  

ISBN：978-4871985437  

 

  以前、この欄で指揮者のアーノンクー

ルの評伝をご紹介しましたが、もう一度

アーノンクール関連の本を取り上げます。  

 バッハやモーツァルトらが活躍していた

頃の楽器（古楽器やピリオド楽器といいま

す）と演奏法を取り入れて、バッハやモー

ツァルトなどの曲を演奏することを古楽演

奏といいます。それは20世紀中頃にヨー

ロッパで活発になり、今日では世界中の

音楽シーンに不可欠なものになりました。

ニコラウス・アーノンクール（1929年～2016

年）はこうした古楽演奏の草分け的な存在

であり、世界的に有名な指揮者です。第2

次世界大戦頃に少年時代を過ごし、戦後

ウィーンの音楽大学でチェロを専攻。学

生時代にバロック時代のチェロなどの古

楽器を学び、卒業後学生時代の仲間を

集めてアンサンブルを結成。ウィーン・コ

ンツェントゥス・ムジクス（以下ＣＭ）と命名

します。そしてアーノンクールはウィーン

交響楽団に入団してチェリストとして演奏

するかたわら、ＣＭの活動を行いました。 

 想像してみてください。アーノンクールら

がＣＭを結成した時にはみな20歳代でし

た。古楽の演奏家にはそういう団体が少

なくありません。大学で勉強した仲間たち

が卒業後に集い、アンサンブルやオーケ

ストラを結成し、研究や練習を重ね、音楽

事務所やレコード会社に売り込み、やが

て世界中の有名なホールでコンサートを
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する著名な団体へと成長していく。アー

ノンクールたちが大変だったのは、当時

は古楽器について知る人がほとんどい

なかったために、楽器の収集から、演奏

法、楽譜の読み方、演奏曲目まで全部

自分たちでやらなければなりませんでし

た。その上最初は無名でしたからそれだ

けでは食べていけません。 

 そこでアーノンクールたちは本業の仕

事が休みになるとヨーロッパ中を巡り、古

楽器を集めたり、様々な図書館にある貴

重な昔の楽譜を写譜して回りました。小

さなコンサートを重ねるうちに大手のレ

コード会社と契約。こうして世界で最も人

気の高い古楽器のオーケストラの一つ

に成長していきました。 

 この本はそんなアーノンクールとＣＭの

おおそ50年にわたる活動の様子をアー

ノンクール夫妻（奥様もＣＭのヴァイオリ

ン奏者）やメンバーたちが綴ったもので

す。ＣＤ付きなので演奏も聴けます。専

門的な用語も出てきて難しい面もありま

すが、是非とも読んでみてください。

オークションで古楽器を競り落とすエピ

ソードなどはサスペンス小説顔負けの楽

しさです。皆さんは古楽器とは無縁の生

活を送っているかもしれませんが、夢を

実現するために仲間たちと一生けん命、

努力する姿はきっと共感できるに違いあ

りません。  

＜私の推薦図書＞ 

【那須田 務 先生（大学音楽学部、 音楽学）】 
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＜私の推薦図書＞ 

【曽野 麻紀 先生（短期大学）】 

書 名：『幼ものがたり』 

著 者： 石井桃子   

出版社： 福音館書店     

刊行年： 1981年（初版）  

ISBN：978-4834007978  

 著者・石井桃子さんについて、「よく

知らない」という人でも、『クマのプーさ

ん』を翻訳した人と聞くと、思い当たる

でしょう。『ピーターラビット』シリーズも、

現在では「ミッフィーちゃん」で知られる

ディック・ブルーナの『ちいさなうさこ

ちゃん』シリーズも、全て著者の翻訳に

よって日本に紹介されました。海外の

児童文学作品の翻訳、自身の創作に

よる数々の作品は世代を超えて読み

継がれ、また、著者の指導や影響を受

けた多くの作家が現在も活躍され、日

本の児童文学を支えています。 

 本書は、タイトルが示す通り、著者の

幼年時代の回想記です。家族を始めと

する周囲の人々や、日々の出来事に

ついて細々と、短い文章で綴られてい

ます。著者は2008年に101歳で亡くな

られましたから、ここに記されているの

は100年以上前の著者も含めた子ど

も、江戸から明治時代を生きた大人た

ちの姿や生活ということになります。し

かし、本書を読み始めると、そのような

「時代」や「古さ」は全く気になりません

し、問題にはなりません。最初は何とい

うことのない姉妹とのやりとりや、生活の

場面、その時の著者の思いに「分か

る！」と共感を覚えるのです。が、次第

に、自分自身の子ども時代に戻って来

たような、もう一度子ども時代を生きて

いるような、何とも不思議な感覚に陥っ

ていくのです。本書の魔力といってもい

いでしょう。 

 著者は、子どもの本質とは何かを考

え続けていました。子どもについて表

現する言葉を選ぶ姿勢は、非常に厳し

かったと言われています。子ども時代

を単純な言葉では語れないということを

本書は示してくれています。自分の子

ども時代も含めて、改めて深く考えさせ

られる一冊です。 
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＜図書館パソコン・複合機・Mac使用時の注意点＞ 

 図書館のパソコン、複合機、Mac、使用時の注意点をご案内します。 

 

 （1） 起動時の注意点 
  初めてログインするパソコンでは、デスクトップに「学生イントラ」の 

  アイコンが表示されているか確認をお願いします。 

＜Windows 10 パソコン使用時の注意＞  

  
  デスクトップに「学生イントラ」のアイコンが表示されていない場合は 

  サインアウトし、30秒程度待ってから再度ログインしてください。 
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 （2） PDF閲覧時の注意点 
  Windows 10 では、PDFのファイルは Microsoft Edgeで表示されます。 

  ファイルや保存場所によって、Microsoft EdgeでPDFのファイルが表示 

  されないことがあります。 

  その場合は、Adobe Acrobat Readeでpdfファイルを開くように設定変更を 

  行ってください。      

＜複合機使用時の注意点＞  

 （1） 複合機使用後は、「認証」ボタンを押す  
  ポイントの不正使用を防ぐため、複合機の使用後は必ず、 

 「認証」ボタンを押して、認証を解除（「認証が必要です」の画面） 

 してください。 

      

   

① PDFファイルが保存されたフォルダーを開きます。 

② ファイルを右クリックして、「プロパティ」をクリックします。 

③ 表示されたプロパティのウィドウのプログラム右側の「変更」をクリックします。 

 

④「今後の.pdfファイルを開く方法を選んでください。」の下に 

  表示される[Adobe Acrobat Reader DC]」を選択し「OK」を 

  クリックします。 
。 
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 （1） Siriを無効に する 
  2階のMac コーナーで初めてログインする時、ユーザ名とパスワード入力後に 

  Siriを有効にするの確認画面が表示されます。 

  必ず、有効にするのチェックを外して「続ける」を選択してください。 

 

  有効にしたままの場合は、ログイン後フリーズしたり、利用できるまで長時間 

  待つことになります。 

＜Mac使用時の注意点＞  

   既にSiriを有効にされた方は、下記の手順で無効にしてください。 

   ① アップルメニュー＞「システム環境設定」 

    を選択します。 

   ②「Siri」を選択します。 

 ③「Siriを有効にする」の左側のチェックボックスを 

  クリックしてチェックを外します。 

 ④「Siri」を終了します。 
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 （２） プリント時カラーモードの解除 

 
   Macからの印刷は、標準が「カラー印刷」になっています。 

   必ず、印刷前に「白黒」に変更してから印刷してください。 

 ① プリントするPDFファイルを開きます。 

 ② 「ファイル」＞「プリント」を選択します。 

 ③ プリントオプションの「プレビュー」を選択します。 

   「プレビュー」が表示されない場合は、「詳細を表示」をクリックします。） 

 ④ 「プレビュー」をクリックし、「グラフィックス」を選択します。 

 

 ⑤ カラーモードの「カラー」をクリックし、「白黒」を選択します。 

 ⑥ カラーモードが「白黒」になっていることを確認し、プリントします。 



【図書館からのお知らせ 】 
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発行： 洗足学園音楽大学附属図書館 

    洗足こども短期大学附属図書館 

発行日：2018年5月7日 

 ○  L210、L214のモニターを70インチ、   L216のモニターを65インチに、 

   また、ブルーレイ・プレイヤー等も更新ました。 

（3） AVルーム L210、L214、L216のモニター等を更新しました 

○ 図書館1Fのパソコンを更新しました。   

   Windows 10  

       Microsoft Office 2016  

 

＊ 起動時間が大幅に短縮されました。 

  ただし、初めて使用するパソコンでは 4ページの注意点をご確認ください。  

（1） Windows PCの更新。 

 ○  下記の電子ジャーナルが利用可能になりました。 

   ・Early Music  

   ・The Journal of Musicology 

   ・Journal of Research in Music Education 

   ・Twentieth-Century Music  

 

   利用方法 

     学生：SENZOKUポータルのお気に入りタイトル 

     【大学・院】図書館新外部DB   

     ※SENZOKUポータルと同じユーザ名・パスワードでログインします。 

   教職員： 

     図書館にお問い合わせください。 

（2） 電子ジャーナルの追加 

（４） 絵本の部屋の絵本約２５０冊を補充しました 
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