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図書館で新聞を
坂本俊輔 （経済学部 助教）
あなたは今朝、新聞を読みましたか。
学生のみなさんに聞けば、「ノー」という答えが返ってきそうです。「朝は忙しくて、新聞なんか広げている
ヒマないよ」、「一人暮らしなので、そもそも新聞とってないっス」、「ニュースなら、いつもパソコンや携帯で見
てるし、、、」といったところでしょうか。正確な数字は分かりませんが、新聞以外にもさまざまなメディアが存
在する現在では、日常的に新聞を読む人の割合はおそらく昔より減っているでしょう。
印刷して配達されて初めて私たちの目に触れる新聞は、たしかにニュースの速報性という点でテレビ放
送やインターネットに劣ります。また、新聞は毎月購読すれば、それなりに費用がかかります。人々が新聞
から離れていくのも無理のないことかもしれません。
しかし、そんな新聞にもいくつかの利点があります。あらゆるニュース記事が一覧できる新聞では、一面
から、政治面、経済面、国際面、企業面、金融面、スポーツ面、文化面、社会面といった具合にザッとななめ
読みすることで、実にさまざまな情報に触れることができます。また、多くの人が関心を持っている話題や世
の中で重要となっている問題について、特集記事や連載記事、社説、コラムなどを通じて、より深い知識と洞
察を得ることができます。自分の興味のある記事だけをクリックして、短くまとめられた事実だけを読むネット
ニュースではこうはいきません。私たちの社会が直面するさまざまな問題の背景を知り、日本の将来や今後
の世界情勢を予測するために、また政治・経済から文化・芸術まで幅広い教養を身につけるために、新聞は
依然として欠かせないメディアです。
「でも、新聞の購読って高すぎるよ、、、」そんな心配はご無用です。大学の図書館には毎朝、新しい新聞
が用意され、学生のみなさんに読まれるのを待っています。全国紙から地方紙、業界紙、スポーツ紙、英字
新聞まで、すべて読み放題です。
また、最近では新聞記事のデータベースも気軽に利用できるようになっています。「日経テレコン 21」（日
本経済新聞）や「聞蔵 2 ビジュアル」（朝日新聞）を使えば、30 年ほど前から現在までのすべての記事をキー
ワードで検索することができ、自分が欲しい情報を容易に手に入れることができます。こうしたデータベース
は、授業のレポート課題や卒論作成のためだけでなく、就職活動の際にも業界研究や企業研究のために大
活躍します。
ぜひ、学生のみなさんには講義の合間や昼休みに図書館に足を運んで、新聞に親しむことをお勧めいた
します。
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□＝9：00～19：00
■＝9：00～17：00
当面の間、短縮開館とさせて頂きます
ご理解、ご了承ください。

医中誌 Web が使いやすくなりました
Ver.5

以前はベーシックモードと
アドバンスモードに分かれ
ていましたが、Ver.5 では
統合されて検索の入口が
ひとつになりました

探している形式にチェックを
入れて絞り込みができます

Ver.4

検索履歴が表示されるので、組み合わせて
結果を絞り込んだり、特定のキーワードを
除いた検索ができます

著者名、収録誌のリンクから
さらに検索することができます。
リンクのバナーがあれば、直接
本文を見られます
「医中誌」へのアクセス （同時利用 2 名）
図書館 HP＞ 国内データベース＞ 医中誌

資料検索に便利！電子資料を使ってみましょう
今回、紹介するのは「OECD iLIBRARY」
。
OECD（経済協力開発機構）の発行物・統計資料を
オンラインで簡単に検索、閲覧ができます。

テーマと国を選択するだけで、必要な項目を
探せるようになりました（新機能）
例）中国の経済関連の基本データを調べる

■どんなときに使うの
例えば‘世界の主要な統計を知りたい’とき。
OECD では各種分析作業に必要な統計を加盟国の統
計局から収集しています。GDP、失業率、開発援助
統計、エネルギー統計…などを調べたいとき OECD
iLIBRARY を使うと便利です。

で
Theme「Economics」
、
Country「China」を選択
結果一覧から、
『OECD
Economic Surveys
：China』を開く

■どこから見られるの
図書館 HP ＞電子ブック ＞

「Basic Statics of China」項の本文にて
人口、GDP、総固定資本形成、政府支出…
など OECD の最新統計結果が分かる。

■何が見られるの
本学では、1998 年 1 月以降に出版された,OECD
の全出版物(インタラクティブ統計データベースは除
く)が利用できます(※)。
1997 年以前の発行物は、冊子体で所蔵しています
（1 階 OECD 資料コーナー)。
※購読パッケージは「OECD Books and Papers」です。

＜ほか一例＞ 調べたいもの → ソース資料
失業率

→ Main Economic Indicators

教育統計

→ Education at a Glance

エネルギー統計 → IEA Energy Statistics and Energy Balances
＜最近追加の新刊＞
年金、退職、平均寿命 → Pensions at a Glance 2011
国民経済計算

→ National Accounts at a Glance 2010

図書館展示コーナー「 学士力～建学の精神に基づく人格の涵養～ 」
今月は城西大学の建学の精神である、
「学問による人間形成」をテーマに資料を展示しています。
「学問による人間形成」とは、単に勉強することを意味する
ものではありません。学問することによって視野を広げ
世界を学び、
「自己」の確立を模索し追及していくことを
指します。
展示されている図書は、本学の先生が感動・感銘を受け
みなさんに読んでほしいと願う図書を揃えています。
さまざまな分野に目を向けて、自分の中の引き出しを増やし
てみませんか。
※「学士力～建学の精神に基づく人格の涵養～」は今回の展示だけでなく、
「学士力支援図書コーナー」として図書館に常設されています。

Ａｓｋ ｍｅ!

～今月の調べもの～

椿油について書かれた本はありますか。
1 冊まるごと椿油について書かれた本はあり
ませんでしたが、ジャパン・ナレッジプラスＮ
（オンライン百科事典）に「椿油」の項目があります。
『油脂・油糧ハンドブック』
（1988 年刊 幸書房）
（3
階参考図書 576//Y99）p.204-208「12.つばき油」
の項にも、採油方法や参考文献が載っています。また、
CiNii（雑誌記事検索）でも椿油をキーワードに検索し
てみると、論文・記事がヒットしてきます。

POINT
知りたいことが 1 冊の本になっているとは限りません！
百科事典や雑誌・新聞の記事も探してみよう。
★図書館では資料の場所から便利な検索ツールの使い方ま
でサポートしています。質問はカウンターへどうぞ。

ライブラリアン お薦め図書
『 夢を持ち続けよう！ノーベル賞
根岸英一のメッセージ 』
根岸英一(著) 共同通信社
夢を持ち続ける事とは、どんなことだろう。
20 代半ばに有機合成化学の研究に打ち込むため
に渡米し、クロスカップリング反応という手法を
見出し、力を尽くしてきた著者。この発見が医療
やエレクトロニクスなどの分野に広く認められ
2010 年のノーベル化学賞に
輝いたのです。50 年ごしの
大きな夢を果たすまでの追及と
原動力はこれからの私たちに
向けられた勇気や希望となる
でしょう。
＜図書館 3 階 289.1/N62＞

ご存知?!

もう知らない人はいないでしょう。2008年度より３階に
設置されたシラバスルームは、今や図書館で知名度ナンバーワン
の場所になっています。ここには講義要覧に掲載されている教科
書や参考書が、講義を担当されている先生のお名前で置かれてい
ます（先生の名前の札が五十音順にたっています）
。授業への準備に、またレポート
注意！
作成に役立ててください。履修する講義を決める際の参考にする学生さんもいますよ。
★禁帯出シールが貼ってある図書は貸出ができません。さらに試験期間1週間前よりシラバスルームの
図書の貸出は不可となります。館内で閲覧するか必要な部分のみコピーを取って利用してください。

データベース 講習会の案内
データベースは専門分野に関する情報や資料を PC から効率よく検索できます。
使い方のコツを知っておけば、レポートや卒論、研究課題の文献収集がより早く、さらに深くおこなえます。
講習会は実習形式です。専門の講師の方から直接学べるこの機会をぜひ利用してください。

開催日 ： 6 月下旬

開催日 ： 6 月下旬

日本経済新聞社の新聞記事から、キーワード
検索で簡単に収集したいテーマの記事をピッ
クアップできます。
また企業情報の検索もおこなえるので企業テ
ーマのレポートや卒論、就活の下調べにも役
立ちます。

日経BP 社が発行している専門誌約50 誌をPC
上で読むことができます。経済・経営、理工・
物理、医・薬・福祉等、さまざまな分野の技
術と経営の最先端の情報を得ることができま
す。文系・理系を問わず知っておきたいデー
タベースです。
開催日は決定次第ＨＰでお知らせします

開催日： 6 月 21 日(火)5 限（ 16:40～18:10 ）
場所： 3 階グループ学習室

開催日： 6 月14 日
（火）
5限
（ 16:40～18:10 ）
場所： 18 号館 パソコン学習室（18-103）
医学中央雑誌が提供している国内発行の医
学・薬学及び関連分野の論文情報を探すこと
ができます。医中誌 Web は今年 4 月にリニュ
ーアルし画面が一新しています。今回はバー
ジョンアップ後、初の講習会となります。

国内最大級の自然科学技術系のデータベース
です。JST（ 科学技術振興機構 ）が国内外か
ら収集した科学技術、医学・薬学関連の文献
情報を調べることができます。検索結果から
城西の図書館の所蔵とフルテキストへのリン
クも貼られています。

日本国内の雑誌に掲載された、医学・歯学・
薬学・看護学・医療技術・栄養学など、医学
関連分野の文献検索と記事をダウンロードし
て閲覧することができます。ダウンロードが
できないものは FAX でとりよせることもでき
ます。

■ 5 月 6 日に「Ｈ23 年度第 1 回図書館運営委員会」が開催されました。
■ 5 月 18 日に「JPLA（日本薬学図書館協議会）関東地区会」に出席しました。
■ ５月 23 日に「SALA（埼玉県大学・短期大学図書館協議会）総会」に出席しました。
■ 5 月 24 日に「JCR on Web および My EndNote Web」の講習会を開催。20 名の方が参加されました。
■ 5 月 25 日に「SciFinder」の講習会を開催。４時限目（化学科）44 名、５時限目（薬学部）63 名の方が参加されました。
SciFinder は化学・薬学に関する情報を多角的に検索できるデータベースです。薬学部や化学科の 4 年生以上､院生には特に
重要なツールです。※スマートフォンでも使えるようになりました。
■ ５月 27 日に「JPLA（日本薬学図書館協議会）定期総会」に出席しました。
■ 5 月 27 日に「H23 年度第 1 回図書館選書委員会」が開催されました。
■ 各講習会で配布した資料をご希望の方はカウンターへお尋ねください。
■ 図書館所蔵雑誌（最新号）の記事タイトルを確認できる「新着記事速報」の登録雑誌数が増えました（季刊誌などを追加）
。
■ 雑誌記事情報等のデータベース「MAGAZINEPLUS」のトライアルを開始しました（6 月 8 日まで学内 PC より閲覧可能。
同時アクセス数は 5 名迄）
。
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