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パソコンソフトの３種の神器 Word･Excel･PowerPoint を使いこなそう
図書館システム担当 関口 高宏
学生時代はもちろんのこと、社会に出てからも今や使えることが常識となりつつある「ワード・エクセル・
パワーポイント」
。
いずれもマイクロソフト社の Office 製品の中核をなすアプリケーションです。 ワード(Word)は文書作成、
エクセル(Excel)は表計算やグラフ、パワーポイント(PowerPoint)は研修会や会議、研究成果発表などのプレ
ゼンテーション向けの資料を提示する際に使用されています。
今、皆さんが読んでいるこの"BookMark"も実はワ－ドを使って作成したもので、図書館のホームページに
は PDF(Portable Document Format)に変換して掲載しています。他にも、同ホームページの統計はエクセ
ルで、またバーチャルツアーはパワーポイントで、というようにいたるところで使用しています。ソフトのこ
とばかり述べてしまいましたが、これらのソフトを使うにはパソコンにインストールされていることが前提と
なります。自宅にパソコンが無いという人も諦めないでください。学内では清光会館や演習室にパソコンが設
置されています。
図書館では、2009 年度より利用者端末 64 台(ハードディスク付端末 30 台、シンクライアント端末 34
台)をリニューアルしましたが、ワード・エクセル・パワーポイントが入っている Office 製品のヴァージョン
も以前の 2003 から 2007 へとアップグレードして、それぞれ最新版をインストールしています。
今月の展示コーナーでは、それらの How To 書、日経 BP 社のマニュアル等の紹介をいたします。まだ使
ったことがない人も、ある程度は使える人もこの機会に「習うより、慣れろ」の精神でまずはチャレンジして
みてください。
ただ、これらはあくまでもツール(道具)なので、
「伝えたいことを創造する」ことが大切なのは言うまでもな
いということを付け加えさせていただきます。
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文化部連合会と体育会本部の共同主催の

Josai Discovery Show2010

の展示が行われました。

Josai Discovery Show は昨年度より開催されているクラブ発
表会です。今回は文化部連合会と体育会本部の共同主催というこ
とで、図書館では文化部の作品を展示しました。

学士力図書コーナー

話題の図書が
入りました

今年４月の展示「学問による人間形成」
「人間力」

今日、広く読まれ、話題になっている図書をジャ
ンルにとらわれず多数取り揃えました。

を中心に選書した資料が、
「学士力図書」として
１階常設コーナーになりました。
◎「アイデンティティを求めて」
◎「いかに生きるか」
◎「視野を広げる、世界を知る力」
をテーマにした図書を、順次、配架していきます。
もちろん、貸出もできます。

今月いっぱい

１階で展示中

★こんな本が入ってます★
「猫を抱いて象と泳ぐ」小川洋子 著
※開架図書(2 階) 913.6//O24

「天地人」火坂 雅志 著
※開架図書(2 階) 913.6//H76

「太一×ケンタロウ 男子ごはんの本」
国分太一・ケンタロウ著
※開架図書(３階) 596//Ko45

「獣の奏者 1～4」上橋 菜穂子 著
※開架図書(2 階) 913.6//H76
※は展示終了後の配架場所です。

としょのこばこ

＜図書館活用講座＞

エントランスの情報源 -掲示板ふだん通りすぎてしまいがちですが、掲示板は大事な情報源。
１階カウンター前の掲示板は、講習会の開催日やお知らせ、新しいデ
ータベースの紹介など興味深い情報が掲示されています。
内容が凝縮されているので、一目で情報がわかるのも掲示板のいいところ。
ちょっと立ち止まって目を通してみてください。

６月は魅惑のデータベース講習会が目白押し
6 月は講習会集中月間です

開催日は決定し次第、ホーム

スキルアップに、就職対策に是非ご参加ください。

ページにてお知らせします！

D-1Law 講習会

ＪDｒｅａｍⅡ・
メディカルオンライン講習会

6 月中旬頃

6 月 22 日 16 時 40 分（5 限）から
D-1Lawは第一法規株式会社のデータベース
で法令、判例とこれを理解するための要旨・解説
情報、文献情報等の法に関わる情報を検索するこ

ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）が作成

とができるデータベースです。

した国内外の科学技術及び医学・薬学系の文献情

４月から「有斐閣Vpass」が使えるようにな

報システムで、図書館所蔵情報へのリンクや、電

りました。判例六法Professionalなどのコンテ

子ジャーナルのフルテキストへのリンクもされ

ンツの閲覧や判例評釈からジュリスト、法学教室

ています。

の本文を閲覧出来ます。

聞蔵Ⅱビジュアル講習会

メディカルオンラインは、日本国内の雑誌に

6 月下旬頃

掲載されたあらゆる医学関連分野の文献から検
索し、必要な文献はその場で全文閲覧・ダウンロ
ードが可能なデータベースです。

1945 年から新聞縮刷版約700 冊分、約
800 万件以上の記事を収録した新聞記事デー
タベースです。
戦後の新聞記事すべてを、見出しや主要キーワ
ードを使って検索することができます。

2009 年度は年間で 14,978 件(月平均で
1,248 件)、2010 年は４月だけで 2,639 件の
利用がありました。
ＪＤｒｅａｍⅡとメディカルオンラインの講習
会は同時開催です

Journal Citation Reports はＷｅｂ版に移行になります
Journal Citation Reports は、トムソン・ロイター社の自然科学と社会科学の学術雑誌の重要性
による研究情報を収めたデータベースです。インパクトファクターと呼ばれる文献の引用数を基にし
た統計情報を得ることで、それぞれの分野ごとに学術研究上の重要度と影響度を知ることができます。
Web 版への移行に伴って、EndNote のｗｅｂ版も使えるようになります。

６月中旬には、EndNote の Web 版も含めた利用のための講習会も予定しています。
利用方法は図書館ホームページ（http://libopac.josai.ac.jp/）から
国外データベース一覧 → Journal Citation Reports

今月の展示コーナー

Word･Excel･PowerPoint を使いこなそう
レポート作成のみならず、ビジネスシーンにおいても必要不可欠となったマイクロソフトの「Word」
「Excel」そして「PowerPoint」
。本格的に使いこなせるようになると、見栄えも効率も大幅にアップしま
す。今回の展示コーナーでは多岐にわたる Excel と Word の基本から小技・大技・裏技まで網羅した展示を
行っています。
展示されているのは、
定番の「できる Word & Excel 2007」
田中亘, 小舘由典, できるシリーズ編集部著 : 開架図書(3 階) : 007.63//Ta84
鬼門の関数を逆引きで克服する「Excel 2007 関数逆引き大全 600 の極意」
不二桜著 : 開架図書(3 階)

: 007.63//F56

使える小技で差をつける
「医師/看護師/医療技術者のための学会発表で使えるPowerPointアニメーション」
小松一祐, 志和成紀, 浅沼まり子著 : 開架図書(3 階) : 007.63//Ko61
などなど。漠然と使っている学生は必見です。

ライブラリアンお勧めの一冊
よくわかるライフデザイン入門

～大学生のための必須学習術

大学導入教育研究会編 ： 新着図書コーナー（新着期間終了後は開架図書[3 階]） : 377.15 / D16
タイトルにあるライフデザインとは「自分の人生を設計する」こと。自分の能力や社会の状況を見据えて、
自ら能動的な生き方を決定し、実現していくことです。
この本では大学生活に焦点を絞り、大学がどんな場所かといった初歩的な内容から、大学での学習方法、
卒業後社会に出てからの心構えや基礎知識といった内容を扱っています。高校とはまったく違って、自分で
講義スケジュールを組み、自分で考えて課題をこなし、自分の力で疑問を解消していく大学の学習は、まさ
にライフデザインの第一歩と言えるでしょう。
特に第二部の「アカデミックスキル」の項目はノートの取り方、整理の仕方、レポートの書き方など、実
際に皆さんが大学で学習するにあたって直接役に立つ項目が満載です(私が大学にいたときにこの本があれ
ばよかったのに、と思いました)。
大学に入ったばかりの人にも、卒業を控えた人にも是非一読してほしい本です。
大学生活がきっと変わりますよ。
（近）

■図書館ガイダンスは好評開催中です
■城西大学オープンキャンパスの来館者に向けて、
図書館では見学ツアーや検索体験などのイベントを予定しています。
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