書籍と真実
教授

◇『統計学が最強の
学問である』
西内啓著 ダイヤモンド社
2013 年

西島衛治

社会福祉学科
教授
森信之
書籍は、すべて真実を述べているか。そんな疑問を考えることはないかもしれない。

入学・進級おめでとう！
表紙写真については最後のページへ Go!

特集 1
2013 年度映画 DVD 人気ランキング

活字は、読者を洗脳する力を内在している。ともすれば、つい活字で著された内容を信
じてしまいがちだ。しかし、同じキーワードでも数冊を読み比べると、それぞれ筆者の
主張は違うことが散見される。書籍だけではない。例えば、新聞の社説でも数社を読み
比べるとその主張に大きな違いが判明する。その背景を読者が、感じなければ真実は見
えてこない。
ろう。しかし、真実を追求する場合であっても自分の立ち位置からくる感情や保身から

の映画が、今の時代にでき、しかも話題になっている。映画の概要は、【ユダヤ人のハ
ンナは、『全体主義の起源』の著作で知られ、大学にも招聘された。元ナチスの高官ア
イヒマンが逮捕され、1961 年エルサレムで裁判に。裁判で知ったのは、アイヒマンが
悪魔ではなく、礼儀正しく、ナチスの官僚用語を繰り返す人間であることだった。2 年
力したユダヤ人の存在もあぶりだした。発行後、アイヒマン（ナチ）を擁護していると
身体的脅しを受ける。大学から辞職を勧告され、友人にも見放される。大学の最後の講
義では、「悪の凡庸」となづけた現象の説明およびアイヒマンを擁護していない、理解
と許しは別ものであること。「人間であることを拒否したアイヒマンは、人間の大切な
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いやいや、そのようなあやふやなものに頼るので
判断すべきだろう。だからビジネスでも、学問でも、
どのような分野でも、何か意思決定をするにはまず

質を放棄した。それは思考する能力の放棄。その結果モラルまで判断不能になった」
（注）】と主張した。しかし、ユダヤの友人たちから罵倒され、多くの友人が去って行
った。ハンナの主張は、感情や自分の立場でなく、真実を追求する客観的な姿勢（異論
もある）だった。その代償は、大きいが、真実を求める研究者は、ハンナの姿勢から学
ぶことは多い。

ただ、データはいろいろな値を持つし、また大量
のデータの中から本質を取り出し、適格な判断をす
るのは難しい。そこに、確率論をベースに生まれた
「統計学」が必要とされるのである。つまり、統計
学を用いることで、集めた多種多様な大量のデータ
を分析し、最善の答えを出すことができるようにな
る。
逆に、統計学の活用能力（統計リテラシー）がな
ければ、大量のデータに踊らされたり、判断を誤っ
たりすることにもなるだろう。
『統計学が最強の学問である』は、いろいろな分
野における実例を通して、統計学とはどんな学問な
のか、統計学を使えば一体なにが出来るのかについ
て、統計学の有用性と重要性を分かりやすく解説し
ている統計学の入門書である。後半はやや難しいが、
「統計学」の講義を履修した後であれば、とても面

書籍は、真実を知るための大きな手がかりになるが、我々は、その情報に依存するこ
とだけでなく、現実社会における見えにくい背後を客観的に見据え、将来を予見する力

白く読んでもらえると思う。全学科の学生に是非読
んで頂きたい。

を開発することこそ肝要だろう。
（注）映画の【概要】は、河野喜代美「ハンナ・アーレント」映画評から一部抜粋した。
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人気ランキング、九看大図書館でできること、図書館からのお知らせ

後、苦悩の末、ナチ大量虐殺を「悪の凡庸さ」とニューヨーカー誌に書く。ナチスに協
受け取られ、ユダヤ人たちのみならず世界からの反発を受ける。イスラエル政府からも
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頼るものは・・・直観？ 運？

調査をし、データを集めるのである。

先日、実在した政治哲学者の「ハンナ・アーレント」の映画を観た。娯楽性のないこ
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うするか？

はなく、きちんとしたエビデンス（根拠）に基づき

一般に感情が思考に大きく影響を与えることがある。ほとんどの人間がそうであるだ
真実とは大きくかけ離れた結論や主張に陥ることは多い。
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例えば、何かを選択しなければならないとき、ど

裏面は・・・ 開館カレンダー、今回のひとこと、映画

発行：九州看護福祉大学附属図書館
〒865-0062 熊本県玉名市富尾 888 番地
TEL 0968-75-1840 FAX 0968-75-1873

D
V
D

社会福祉学科

おススメ

教員おススメ図書
図書

おススメ図書

図書館だより

教員エッセイ

№２４ ２０１４．４

教員エッセイ

2013 年度
映画 DVD 人気ランキング！！

開館カレンダー

年々利用が増加している映画 DVD の
館内無料貸出サービス。2013 年度は
前の年の 2 倍以上の利用がありました。
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たんじょうび 2011 年 11 月 11 日生
すきなこと
本を読むこと
＆たて髪の色をかえること

人気タイトル
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（いまはさくら色

おおかみこどもの雨と雪（日・2012 年）

!）

すきなもの
チョコのついた細長いお菓子
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

のぼうの城（日・2012 年）
レミーのおいしいレストラン（米・2007 年）

専門の図書をたくさん所蔵してるから、毎日の

名探偵コナン 沈黙の 15 分（日・2011 年）

予習・復習やレポート作成に役立つよ！

ホタルノヒカリ（日・2012 年）

本は延長すると最長 4 週間借りられるよ。

トワイライト（米・2009 年）

HP なら自宅からも 24 時間延長手続き OK！
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LETTERS FROM IWO JIMA（米・2006 年）
プラチナデータ（日・2013 年）

気になる就活の本なども充実。

トワイライト・ｻｰｶﾞ ニュームーン（米・2009 年）

もし読みたい本がなかったら、

シャーロック・ホームズ（米・2010 年）

リクエストカードを出してね。

マダガスカル 3（米・2012 年）

年に数回、実際の本屋さんへ

僕の初恋をキミに捧ぐ（日・2009 年）

選書ツアーにも行ってま～す。
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今日、恋をはじめます（日・2012 年）

4

６月

初めての一人暮らしに役立つお料理の本や、やっぱり

ホーンテッドマンション（米・2004 年）
5

プラダを着た悪魔（米・2006 年）

図書館相互協力を使って、日本各地の図書館や

パコと魔法の絵本（日・2008 年）

British Library から必要な論文のコピーや本の
借り受けができるよ。卒業論文作成にも大活躍！
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白雪姫と鏡の女王（米・2012 年）

勉強に疲れたら、喫茶スペースで

ほか

リラックス。ただし、飲み物だけ

今回のひとこと
一日生きることは、
一歩進むことでありたい
（湯川秀樹）
詳しく知りたい人は・・・
『10 代のための古典名句名言』
159 頁へどうぞ♪
配架場所：新書

ベスト 5 は、最近公開された映画を中心にしたランクイ
ンでした。第 1 位の「おおかみこどもの雨と雪」
（請求記号：
913.6||H93）は小説版も人気です。図書館で所蔵していま
すので、興味がある方はこちらもどうぞ♪

が OK で、食べ物は×なので注意

◎選書ツアーを開催します！
図書館に置いて欲しい本を、実際に書店で選べる
絶好の機会です。ぜひご参加下さい。
詳細は図書館内の張り紙、ホームページでご確認
下さい。申込制ですので、参加希望の方は、図書館
カウンターまでお申込をお願いします。

今回の展示は、
「資格取得に役立つ本！」の特集です。
それぞれの専門資格の情報から TOEIC などの外国
語検定、就活ノウハウ本まで、ぜひご覧下さい。

◎ゼミ単位図書館利用説明会について
図書館では毎年 4～5 月と 10 月にゼミ単位の図書
館利用説明会を実施しています。ゼミ単位の説明会で
すので、学科・学年に応じた内容をご提供できます。
興味がある方は、図書館またはゼミ、プレゼミの先生
にご相談下さい。お申込お待ちしています。

◎EBSCO オンライン講習会について
EBSCO は CINAHL や MEDLINE といった外国語
文献検索データベースの提供元です。
EBSCO では毎月インターネットを利用したオン
ライン講習会が開催されており、指定の時間にサイト
に接続すると、講師の説明（質疑応答も可）を受ける
ことができます。
開催日程は図書館ホームページでお知らせしてい
ますので、そちらでご確認ください。申込方法や操作
方法など不明な点がありましたら、
図書館までご連絡
下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
表紙の紹介
今回の表紙は、社会福祉学科介護福祉
課程の授業の様子でした。利用者の視
点にたった素敵な介護福祉士を目指
してくださいね。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

してね。
個室（6 室）やグループ学習室（3 室）もあるよ。

図書館では、皆さんが見たい映画のリクエストも募集中
です！

2 階のグループ学習室では、ホワイトボードや

図書館エントランスの入館ゲート前にあるリクエストカ
ードに記入して、意見箱までお願いします。近くには、カ
タログやリーフレットも置いてありますので、参考にご利
用ください。

使ってみてね！

パソコンを使ってプレゼン等もできるから、

編集後記
新入生の皆さんが入学されてキャンパスも
ますます賑やかになりました。
図書館では皆さんの充実した学生生活を
バックアップ！在校生の皆さんもスキル
アップ目指してどんどん活用してください
ね。

その他にも、いろいろできることがありますよ。
わからないことが出てきたら、スタッフに聞いて下さいね。
まずは、図書館に行ってみよう！

シリーズ№：岩波ジュニア新書 745
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お知らせ

◎企画展示のご案内

木
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＜読みタイガー＞＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

海猿 Brave Hearts（日・2012 年）
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５月
月

ためて、九州看護福祉大学附属図書館でできることを図書館

そこで、2013 年度の人気タイトル、
ベスト 5 を大発表します！
お気に入りの映画はランクインしてい
ますか？

短縮開館 9：30 - 18：00

日

新入生も入学し、新たな年度が始まる 4 月。そこで、あら
キャラクター、読みタイガーがご紹介します！

延長開館 9：30 - 20：00

日

九看大図書館でできること

6

7

8

