
 
ビブリオバトルに参加して 

現代政策学部３年 宮嶋迅  

 

今年五月、本好きな私にゼミの先生から「紀伊國屋書店の主催で本を紹介する大学生の大会があるから、

出てみたら」と勧められ、黄色教授のサポートを頂きながらビブリオバトルへの挑戦が始まった。 

愛読している本の中から、中学生のころから読むたびに違う側面を見つめさせられる遠藤周作の『海と毒薬』

に決め、再度注意深く分析、思考し、追体験を通して作中人物の心理に近づいてゆくという苦痛を伴う作業に入

った。 

資料は没後十五年を記念して、県立神奈川近代文学館で行われていた「遠藤周作展」の図録、九大生体解

剖事件についての新聞記事、当時の状況のスケッチ、当事者の写真、周辺文学として、白い人、黄色い人、狐

狸庵シリーズ等であった。  

十二大学が各校一人ずつの参加で、三組に分かれて書評合戦を行うビブリオバトルでは、五分間で本の魅

力を台本なしで紹介し尽くさねばならない。単なる読書感想で終わらず、参加している人たちから質問を受け、

二～三分のディスカッションも行い、投票で「チャンプ本」を決定するというものである。  

私の発表内容は、「読書とは」、「本書との出会い」、「人間・遠藤周作、その死生観と宗教観」、「『海と毒薬』

の書かれた背景」に絞り込んだ。また登場人物は、心に捻じれを持つ医師の「勝呂」、彼にとって一種神の如き

意味である命を、恒星のように煌めかせる患者の「おばはん」、慈善活動家でありながら善魔に捕らわれ、それ

に気づかない「ヒルダ」に限定して表現した。 

戦争末期、九州の大学病院で行われた米軍捕虜生体解剖実験が、医師たちが表向きは医学発展の為とし

ながらも、実際は自己のエゴや欲望によって行われていたこと。そして組織という名の中で起きる暴力、人間模

様、長い間黙して語られることのなかった真実に、私は真摯に迫っていった。結果、決して戻ってはならない時

代と論じて反戦を訴えた。 

以上のようにプレゼンテーションをし、多数決が行われた。私にも数票入ったが、チャンプ本は『はやぶさ、そ

うまでして君は』等だった。 

終わってから、年輩の方から「素晴らしい」と言葉をかけて頂き、ありがたかった。  

限られた時間の中でのことだが、他校の学生と交流も出来た。有意義な体験をし、貴重な場に参加するチャ

ンスを与えて下さった先生方に本当に感謝している。 

 
 

9 月、10 月の開館日のお知らせ 

 

□ 9:00 ～ 19:00 

■ 9:00 ～ 17:00 

■ 休館です 

当分の間、図書館は

短縮開館となります 
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 気になるあの会社のなかみを覗いてみたくありませんか。 

9・10 月の展示コーナーでは、企業を題材にした本（３階開架 請求記号 

335）や社史等（１階開架 社史・資料類）を展示しています。 

企業の歴史や経営内容、経営方針などを理解することは、就職活動だ

けでなく就職後にも役に立ちます。 

城西大学水田記念図書館には会社に関する本が数多くありますが、展

示されているのは、そのほんの一部です。他にも気になる会社があれば、

城西大学OPAC を使って探すだけでなく、就職課にも資料がありますの

で活用してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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 

皆さんをサポートしています。質問はカウンターへどうぞ。 
 

 

図書のこばこ  ＜図書館活用講座＞ 

留学生支援図書コーナー 
 

2階視聴覚室前の東洋文庫隣に、日本文化をより深く学ぶための資料を収集

した留学生向けのコーナーがあります。日本事情に関する図書に始まり、日本

語能力試験の対応問題集、文法や会話集などと合わせて利用できますが、その

ほか英語・中国語に翻訳された日本文学・日本案内も多く揃えています。 

中国語で読む『万叶集 = 万葉集』や夏目漱石の『心』。英語で読む村上春樹の『Norwegian wood = ノルウ

ェイの森』など、古典から現代の代表作品も並んでいます。日本語対訳付きの図書もありますので是非チャレン

ジしてみてください。また、ハンガリー共和国ショーヨム・ラースロー元大統領より寄贈を受けたハンガリー語

の図書も利用できます。このコーナーへ来ると留学生以外の方でも海外や異文化への興味が湧いてくるのではな

いでしょうか。日本文化に触れながら、外国との架け橋の場として親しみを持ってもらえたら嬉しく思います。 

探しているものの用途（何をしたくて探しているのか）を明

確に伝えてもらえると、答えを絞って案内できます。 

一口に旅の本といっても旅行記、ガイドブック、

旅行に関する統計、『旅の本』というタイトル 

の本などいろいろあります。ガイドブックなら『地球

の歩き方』（海外）が3 階にあり、借りることもでき

ます。国内旅行なら、館内閲覧のみですが『るるぶ』

がAV 資料室内の地図コーナーにあります。旅に関す

る統計は『観光白書』が１階資料室の年鑑・白書類に

あります。こちらも禁帯出資料ですが、必要なページ

があればコピー（有料）をとることができます。 

旅の本はありますか？ 

Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 

9・10月の図書館展示コーナー「会社のなかみ」 

ライブラリアン お薦め図書 

『新版 自然災害ハンドブック』 
山と渓谷社編  山と渓谷社 

開架図書（3階）：369.3 //Y45 

東日本大震災から約半年。いまだ余震が続き、

余震地域の外側でも地震活動が高まっている状態

として、気象庁では常日頃からの警戒を呼び掛け

ています。 

この本では、地震や津波のメカニズムから、備

えておきたい防災用品、災害時の避難の仕方、避

難後の生活等、地震大国に暮らす私たちが知って

おきたい知識がたくさん掲載されています。いざ

というときに落ち着いて行動できるよう、基礎的

な知識を身につけておきましょう。 

地震のほかにも、台風や火山、雷など、自然災害

から身を守る方法が満載です。 

POINT 



 

8 月１１日に更新され、便利な新機能が追加されました。この機会にぜひ利用してください。 

OPAC を使うときには、図書館ホームページ（http://libopac.josai.ac.jp/）にアクセスしてバナーをクリック

します。 

 

 

■キーワードから本をさがす                              

 

 

■検索結果を絞り込む                                 

 

蔵蔵書書検検索索ＯＯＰＰＡＡＣＣががリリニニュューーアアルルさされれままししたた！！  

タブを切り替えると様々な検索ができます。 

NACSIS 

Webcat 

他大学の蔵書を探す 

CiNii 雑誌記事・学術論文 

を探す 

JAIRO 他大学の研究成果や 

論文の横断検索をする 

キーワードを途中まで入力すると、続きの言葉を

ナビゲートしてくれます。(サジェスト機能) 

検索結果が多すぎるときは、資料の種類や著者などで絞り込む

ことができます。 

●主な関連項目 

データ種別 図書、電子ブック、雑誌、電子ジャーナル、

ＡＶ、特集記事 

出版年 新しい内容を探すのに便利です。 

件名／ 

キーワード 

「件名」は、図書において、その本の主な

テーマ（主題）を表すものです。「件名／キ

ーワード」項目で絞ると、入力した語をタ

イトル等に含まなくとも、内容的に合致し

ているものを検索できます。 

本のタイトルまたは著者名で検索でき

ます。 

調べたいテーマのキーワードから検索

もできます。 

New！

New！ 

オンラインで各種サービスが利用でき

ます。（学外からもOK） 

検索結果一覧には表紙イメージや本の場所が 

表示されます。 

基本の検索

New！

New！



■検索結果の詳細から本をみつける                           

 

■キーワードがわからないときは？                           

●NDLSH を参照してキーワードを見つけよう。 

 
 

●分類検索を利用してキーワードを見つけよう。 

 

例えば「社会科学-総記」＞「法律」＞「商法」のように、

広い分野から狭い分野へ絞っていくことができます。 

更にキーワードを入力すると、分野を「商法」に絞って検

索することができます。これによって「不良債権」などの

法律ではない分野はヒットしなくなるので、ノイズを防ぐ

ことができます。 

New！

配架場所と請求記号  

図書の内容によってつけられた分類番号と著者記号

です。図書館の本はこの番号順に並んでいます。 

例えば「経済」というキーワードから、下位語「資

本主義」や、関連語「経済モデル」などの言葉が

表示されます。 



 

医学文献検索サービスの「メディカルオンライン」

が9 月1 日に大幅リニューアルしました。 

メディカルオンラインは、日本国内の雑誌に掲載され

たあらゆる医学関連分野の文献をデータベースから

検索でき、必要な文献はその場で全文閲覧・ダウンロ

ードができます。 

今回のリニューアルでは新たに「くすり」と「プロ

ダクト」の２つのデータベースが追加され、検索機能

が強化されました。  昨年度のアクセス数は17,616件。アクセス数は年々

増えており、多くの人が文献検索に利用しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2006 2007 2008 2009 2010

メディカルオンラインがリニューアルしました 

その他の変更点 

【My ページ機能】お気に入りリストの作成、よく使う検索条件の保存、文献の閲覧履歴の確認などができます。 

【ホーム画面の充実】 おすすめ文献、海外ジャーナルレビュー、FDA ニュース、医療裁判判例を紹介しています。

 

検索機能が強化 
癌－がん－cancer、 
腫瘍－neoplasm 
など、異なる表記か
らも一括検索可能に
なりました。 
雑誌タイトル、分野、
出版社、ガイドライ
ン別での検索もでき
ます。 

本文閲覧は学内から 

リニューアル 

関連キーワードから 

さらに検索。 

 

国内に流通している
すべての医療用薬、
一般薬の添付文書を
収録。一般名のほか、
薬効、疾患、製薬会
社等でも検索可。添
付文書の比較機能も
あり。 

学外からも利用可 

新機能 

薬の画像も確

認できます。 

収録製品は今後も 

拡大予定。 

 

３つのデータベース
を横断検索できます。 

学外からも利用可 

横断検索 

１論文あたり

172円 

１論文あたり

79.5円 

 

医療機器、医療材料、
医療関連システムな
ど国内の医療関連製
品情報を収録。 

学外からも利用可 

新機能 



  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

図書館ではこのほかにも耐震審査や壁面の補修など 

安心して利用できる図書館づくりに取り組んでいます。 

 
■夏季オープンキャンパス（7/24、3１・8/6、24、25）に多数のご来館ありがとうございました。 

■７月5 日 新座高校の保護者１７名が図書館を見学しました。 

■７月7 日 日経ﾃﾚｺﾝ 21 活用セミナーを清光会館303AB 室にて開催しました。参加人数は40 名でした。 

 SALA 幹事会に出席しました。 

 ２０１１年私立大学図書館協会東地区部会第2 回研修分科会に出席しました。 

■７月15 日 長期貸出を開始しました。返却期限日は9/28（水）です。 

 EBSCO/紀伊國屋書店合同セミナーに参加しました。 

■７月21 日 近隣公共図書館長および主務者の集いを本学で行いました。 

和書電子ブック「NetLibrary」が「EBSCOhost eBook Collection」になりました。 

■７月22 日 ～ 8 月4 日 シラバス図書貸出停止、グループ学習室の開放、AV 室の利用停止を行いました。 

■7 月28 日 坂戸市図書館協議会に出席しました。 

■8 月2 日 「OECDiLibrary」（世界の主要統計を調べることができます）の活用例を図書館ホームページにアッ

プしました。 

■8 月5 日 図書館壁面タイル工事開始しました。のべ６万枚のタイルを張り付ける予定です。期間は10/20 ま

でを予定しています。その間は図書館西側からの入館に変更しています。 

■8 月９日 教員免許更新講習の講義が図書館で行われ、当館所蔵の野沢孝之助文庫の資料が紹介されました。 

■8 月10 日 新しい車椅子を購入しました。 

■8 月11 日 ８月２２日までの期間限定で昼食コーナーを設けました。 

OPAC がバージョンアップしました。 

積層書庫に資料の落下防止装置が取り付けられました。 

■8 月16 日 シラバス図書コーナーの蔵書点検を実施しました。 

■8 月17 日～ マイクロフィルムの修理を行っています。 

■8 月24 日 ２０１１年私立大学図書館協会東地区部会第３回研修分科会に出席しました。 

■8 月25、26 日 日本薬学図書館協議会研究集会に出席しました。 

■8 月31 日 学内防災訓練に参加しました。 

 

Ⓒ 編集・発行 城西大学水田記念図書館 

     〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話 049-271-7736  FAX 049-286-8126 

図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 

図図書書館館彙彙報報  

積層書庫に落下防止装置を導入しました 

資料を取り出すときには、

一度バーを上に上げて 

下に降ろします 

先の震災では、積層書庫の書架から多くの資料が落下し大きな被

害を受けました。そこで図書館では安全面の確保のため、対策と

して書架に図書の落下防止装置を取り付けました。 

金属製のバーで、大きな揺れがあった時にも本の落下をしっかり

防ぎます。 

資料を使うときは 

使い終わったら逆の操作で

バーを戻してください。 
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