
 
上巳（桃の節句） 

図書館長 黄色瑞華 

人
じん

日
じつ

（正月七日・七種の節句）・上巳
じ ょ う し

（3月3日・桃の節句）・端午（5月5日・菖蒲の節句）・七夕（7月7日・七夕祭）・

重陽
ちょうよう

（9 月9 日・菊の節句）を合せて五節句という。 

 このうち上巳は中国の古俗に 3 月上巳（月はじめの巳
み

の日）または重三
ちょうさん

（3 月 3 日）に水辺に出て、禊祓
けいふつ

（みそぎ）

を行う民間信仰行事があった。それがわが国に伝わったのだった。 

『日本歳時記』によれば、3 月は辰の月なので巳を除日とし、不祥を除く意があったという。それが、さらに曲水の宴

に発展し、宮中行事となったことが『書記』にみえる。 

 「漢人
からびと

も船を浮べて遊ぶとふ今日ぞわがせこ花縵せよ」 （万葉集・家持） この歌には天平勝宝2 年3 月3 日の日

付がある。また『源語』須磨の巻に、光源氏がこの日海に出て陰陽師の祓を受け、その後舟に「ことごとしき人形
ひとがた

を

乗せ流す」とある。人型で身体を撫で、けがれを移して、川や海に流したのだった。 

 呪術と遊びが、人形を介して結びついたものだが、いつしか雛の祭に発展し、近世以降さらに一般社会にまで及

び、大戦後に至って国民的行事にもなった。 

 祓の具としての人形から、美しく着飾って雛遊びをする風習が宮廷や貴族の間で行なわれ、雛壇に飾る雛人形の

成立はずっと後のことだった。 

 親王雛・内裏雛・官女雛・五人囃・矢大臣・三人使丁のほか屏風・雪
ぼん

灯
ぼり

、左近の桜・右近の橘・菱餅・白酒、さらに雛

の調度としての重箱・狭箱等が加わった。そして、桃と菜の花を活け、豆炒
まめいり

、胡
あさ

葱
つき

膾
なます

・蛤・浅蜊などを調理して供えも

した。 

唐人のあとをたづぬるさかづきを波にしたがふけふも来にけり  定家 

さかづきの花にさはるも言の葉にせかるるほどは待たれやせん 正徹 

曲水に落来る淀の椿かな  灌水 

曲水の詩や盃に遅れたる  子規 

草の戸も住みかはる世ぞ雛の家  芭蕉 

雛祭都はづれや桃の月  蕪村 

掌に飾って見るや雛の市  一茶 

もたれ合いて倒れずにある雛かな  虚子 

天平のをとめぞ立てる雛かな  秋桜子 

 
3月の開館日のお知らせ 
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  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 

図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 

TwitterID lib_josai 

図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 

図書館開館時間 
 

□＝9：00～21：00  

■＝9：00～19：00 

■＝9：00～17：00  

■＝休館日です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 階展示コーナーで「東日本大震災アーカイブ in 城西大学水田記念図書館」を開催中です。 

翌日の新聞や震災以後の資料や当日の映像を公開しています。ぜひ足を運んでください。 

2011年 

3月11日(金) 

14時46分 

 

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」発生 

震源：三陸沖 マグニチュード９．０ 

震度：７＝宮城県栗原市宮城県5弱＝坂戸市［ほか］（参

考：気象庁ＨＰ） 

 

◇図書館入館者数（当日総数）１８６名。負傷者０名。 

◇利用者を館外へ避難誘導、ひざ掛けを配布。職員も一時

館外避難。 

同日夕刻 ◆図書館を臨時閉館。(以降 4月13日まで閉館) 

同日夜 
政府が福島県の一部に原子力災害対策特別措置法に基づ

く避難指示。 

3月12日 
◇通勤可能職員により状況確認。※半数以上の職員は計画

停電による電車不通で来館できず。 

3月16日 
◇野球部学生13名による復旧作業。（シラバスルーム等の

落下図書整理） 

3月18日 ◇職員全員が通勤（震災後初）。 

同日以降 
◇本格復旧作業開始。 

◇教職員（図書館以外）による復旧作業（落下図書整理）

3月28～29日 ◇学生アルバイト延べ149名による復旧作業。 

4月1日 政府が震災の名称を「東日本大震災」に閣議決定。 

4月14日 ◆図書館 部分/短縮開館。(利用場所：1～3階 平日19時まで)

4月20日 入学式 

4月22日 授業開始。◇「図書館災害復旧対策委員会」設置 

6月27日 ◆４～６階を開室（～7月末の前期末試験期間）。 

8月9日 ◇積層書庫への落下防止器具を取付。 

8月～９月 ◇建物復旧工事 

12月1日 ◆開館時間を通常に戻す。（9時～平日21時）。 

2012年 

1月1０日 ◇４～６階を開室（～2月１０日の学年末試験期間）。 

1月25日 ◆9階を開室（～2月１０日の学年末試験期間）。 

2月16日 ◇図書落下防止テープを２階・３階開架書架に設置。 

3月中 ◇落下防止器具を数学図書室・資料室等に設置予定。 

継続実施 ◇建屋補修。 

◇建屋耐震補強。 

◇被災地域の大学・短大等に所属する方への支援。 

◇震災関連リンク集をホームページに掲載。 

 
震災直後の図書館。とくに書

庫の被害は大きく、大半の図

書が棚から落下 

 

学生アルバイトの方々によ

り、作業が大幅に進みまし

た。 

 

耐久性の高い金属のバーが、

高所からの資料の落下を防

ぎます。 

いろいろ不自由をおかけし

ていますが、図書館もみなさ

んの安全を第一に頑張って

います。 



 

 
※2012年2月現在。他大学、一般利用を含む 

 

 

 

  

 

順位 貸出回数 書名 

1 23 NEW 薬理学 / 田中千賀子, 加藤隆一編集. -- 改訂第6 版 

2 22 文明の衝突と地球環境問題 : グローバル時代と日本文明 / 金子晋右著 

3 20 薬理学 / 小池勝夫, 荻原政彦編著 ; 伊藤芳久 [ほか] 著 

3 20 現代社会と法 / 穐山守夫, 市川直子共著. -- 和広出版 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月

2011年度 10,680 20,573 25,597 34,870 10,343 16,052 19,473 20,845 18,811 26,129 16,530

2010年度 23,505 23,095 27,662 43,798 10,564 16,565 22,153 21,760 20,188 27,771 17,899
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2011年度 339328769120439246

2010年度 4913976411924495227

３月１１日以降、一時閉館して復旧作業にあたっていましたが、多くの学生や関係者の協力を得て、震災か

ら約一か月後の４月１４日に開館しました。前半は開館時間の短縮と上層階の閉室にともない、前年と比べて

入館者がやや減少しています。１２月１日から通常の開館時間に戻り、試験期間中は上層階を開放したため、

来館者数も徐々に増えています。２０１２年２月２２日現在で２１９，９０３名の入館者がありました。 

２０１１年度 ベストリーダー（図書） 

２０１１年度におけるガイダンス実施数は合計１０３コマ、参加者数は総計２,０２５名でした。 



 

２０１１年１２月に実施した全学対象図書館アンケートに寄せられた様々な意見・要望から一部抜粋して紹介します。 
 

 これからの図書館に必要なものは何だと思いますか 

カフェ、飲食スペース 537

居心地の良さ 433

資料の充実 426

PC 台数の増加 399

少人数で利用可能なグループ学習室 230

モバイル端末で利用できるサービスの増加 196

学外からも学内同様に利用できるネット環境の整備 184

大学院生などによる学生への学習支援 62

各種講習会の実施 52

調査・相談などのレファレンスサービスの充実 48

※そのほかのアンケート集計結果は 

  図書館ホームページで公開予定です。 

 

視聴覚室の機材が新しくなりました            
２階視聴覚室のプロジェクターが新しくなり、画質が大幅に向上して見やすくなりました。  

DVD デッキは、ブルーレイ／DVD 対応機に交換し、高画質資料にも対応しています。 

講義や研究発表会などに利用できますので、カウンターで申し込んでください。 

 

 

■ただいま春季長期貸出期間中です。 

大学１～3 年生、短大1 年生の図書の返却期限は４月９日になります。 

■2 月1 日 図書館２階に闘病記文庫が設置されました。 

■2 月7 日 国立大学図書館協会シンポジウムに出席しました。 

■2 月8 日 日本薬学図書館協議会/日本医学図書館協会雑誌委員会に出席しました。 

■2 月16 日 地震対策のため、2 階、3 階の書架に資料の落下防止テープを取り付けました。 

■2 月20 日 ２階視聴覚室のプロジェクターを交換し、DVD 再生機はブルーレイ対応機になりました。 

■2 月24 日 日本薬学図書館協議会機関誌「薬学図書館」編集委員会に出席しました。 

■2 月28 日 地域相互協力図書館合同研修会を開催しました。 

 

    ○C 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 

図図書書館館彙彙報報  

卒業年次生の方へ 
卒業年次生の返却日は3月10日までです。 

返却日は厳守してください。間に合わない場合は郵送での返却も受け付けています。 

卒業後も図書館を使えます。 
■ カウンターで受付をすれば入館 ・ 閲覧は自由です。 

■ 同窓会会員証（卒業時に配布されます）を提示すれば、利用者カードを作成できます。 

●カフェ、飲食スペースの要望 

日曜日は食堂が営業しておらず昼食を食べる場所が

ない、という声に、夏期・厳寒期に限り日曜日限定で図書

館エントランスに飲食可能スペースを設けました。 

●モバイル端末で利用できるサービスの増加 

このほかにも「Wi-Fi 環境の整備」や「PC の性能向

上」を望む意見が寄せられました。 

●PC 台数の増加 

「PC の台数が少ない」という声に応え、ノート PC の

貸出サービスを始めました。平日 10～19 時、土曜 10

～17 時まで図書館内の指定場所で利用できます。(日

曜は貸出していません) 


