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新入生の皆さんへ
図書館長 大島 卓
２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災から、はや一年が経過しました。本学水田記念図書館も、
水漏れや書架の蔵書が落下するなど少なからず被災しましたがほぼ復旧し、後期には耐震工事に着手す
ることになりました。皆さんが、安心して安全に図書館を利用できるように、館員一同は最善を尽くしてまいり
ます。
図書館では、かねてより IT 化時代に対応したデジタル図書館を目指すと同時に、地域と共にある大学図
書館を標榜してきました。二年後の本学５０周年に向けて図書館は今後とも、名実共に建学の精神たる「学
問による人間形成」を具現するため、重要な場を提供するという職務を忘れず、利用者の皆さんのお役に
立って行きたいと考えています。
図書館は、皆さんの学習に必要な資料や情報を集め、提供しています。これらの資料は紙ベースの図書
や雑誌だけではありません。インターネットで利用できる電子ジャーナル、電子ブック、専門的な情報を検
索できるデータベースも含まれています。
また、より幅広い資料を提供するために近隣の公共図書館と協力し、お互いに利用できるようになってい
ます。さらに、国内ばかりでなく世界中とネットワークでつながっており、本学図書館を窓口として海外からも
資料を取り寄せることができます。
皆さんを支援するため、日曜日の開館、月替わりのテーマによる企画展示、シラバスに掲載された図書
を集めたシラバスコーナー、スキルアップのための講習会、学生の目で図書館の本を選ぶ学生選書、書
評合戦ビブリオバトルなど、多種多様なサービスやイベントを行なっています。
皆さん、おおいに図書館を利用することにより、充実したキャンパスライフを送って下さい。
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５月３,４,５日は祝日のためお休みです。

リンクリゾルバが新しくなりました
図書館のリンクリゾルバを、Serials Solutions 社提供の「360Link」に変更しました。
論文情報データベースなどから、フルテキストへのリンクや相互貸借の申込みが簡単になりました。
また、それに伴って電子ジャーナル AtoZ（電子ジャーナル・電子ブックリスト）のリンク先 URL が変更に
なっています。ブックマークをしている方はリンク先を変更してください。

データベース検索
フルテキストが
見られる場合

全文 or 全文／抄録選択画面
or

フルテキストが
なかった場合

文献情報

OPAC で所蔵確認ができます。
なかったら Step3 へ

各サイトで検索ができます。
全て試して見つからなければ
Step4 へ

補足

ILL 依頼申し込みができます。
他機関からコピーの取り寄せや現物を借用す
ることができます。
文献情報が引き継がれ、自動で入力されます。

・ 医中誌 Web、EconLint（EBSCOhost）
、MathSciNet、PubMed、SpringerLink 、SciVerse Scopus
…検索結果に
アイコンが表示されます。
※ SpringerLink は、全文が見られないもののみ表示。
※ PubMed は、図書館サイト内の PubMed リンクから利用した場合のみ表示。
・JDreamⅡ … アイコンではなく検索結果詳細の「YourCollection」にリンクしています。
・SciFinder …

というアイコンからリンクしています。

今月の図書館展示コーナー「Let's Start Campus Life」
大学生活は、新しい出会いや今までとは違う講義形式など、初め
てのことが多いのではないでしょうか。
今月の展示はこれからの大学生活をサポートする「Let's Start
Campus Life」をテーマに行っています。
レポートの書き方・パソコンの使い方・就職活動・人間関係とコ
ミュニケーションなど大学生活に役立つ図書、視聴覚資料を集めま
した。新しいスタートの一助としてぜひ活用してください

Ａｓｋ ｍｅ!

～今月の調べもの～

スマートフォンなどのモバイル広告について
知りたい。

ライブラリアン お薦め図書
完全なる証明
マーシャ・ガッセン著 ；青木薫訳

特定の分野について広く調べるときは白書が

文藝春秋

役に立ちます。例えば『広告白書 2011 年度版/ 日

開架図書（３階）289.3//G38

経広告研究所編』
（年鑑・白書類 674.21//N73）の
p.27”インターネット広告”ではモバイル広告の動
向について触れられています。また、P.121 から
広告関連の文献リストが載っていますので、これ
も資料探しの役に立ちます。ほかにも国会図書館
サーチで雑誌記事を探してみると『宣伝会議』の
717 号 65-75 ページには”特集 ネット・モバイル
を活用する 広告効果測定の最新手法”という記事
があることなどが分かります。
POINT

白書は概要や統計だけでなく、巻末の文献リスト
やデータ集なども役立ちます。また移り変わりの
早い分野は速報性の高い雑誌記事も有効です。

数学界の難問のひとつといわれた「ポアンカレ
予想」。数学者ペレルマンはその難問を解いたも
のの、授与式も賞金 100 万ドルも拒否し、つい
には失踪してしまいます。
なぜ彼は受賞を拒否し数学界からも離れてし
まったのか。著者は周囲への丹念な取材と、ペレ
ルマンの生まれ育った旧ソ連の教育環境から謎
に迫っていきます。
数学の魔力と旧ソ連の歴史的背景、生育環境で
形成されてしまうだろう人格など、読み応え十分
のずっしりと落ちてくる 1 冊です。

読売新聞の紙面データベース

「明治・大正・昭和の読売新聞」の戦前Ⅰ・Ⅱ編が導入されました
4 月 11 日から戦前昭和（1926 年 12 月～1945 年）の読売新聞データベースが利用できるようになりました。
キーワードや日付での検索のほか、各記事には最大３個の分類コードがついていますので、この分類に従っ
て検索もできます。分類コードは「政治」「経済」「事件・事故」など１１に分類されており、その下に「日本外交」「軍
事」「財政」「金融」「健康」「災害」など 70 の分野コードがあります。
戦前の昭和の歴史年表からの記事検索も可能で、新聞記事のみならず広告も検索・閲覧できます。 また、平
凡社世界大百科事典も利用できます。

利用方法
図書館内指定 PC でのご利用になりますので、カウンターへお申し出下さい。

今年も開催 学生選書 2012 Part1
昨年度好評だった学生自身が選書できるイベント「学生選書」を
今年も行います。
昨年の参加者からは「自分で手に取って、実際に図書館に並ぶ本
を選ぶという、とても貴重な体験ができた」
「自分はどの分野やジャ
ンルに関心があるのかを明確にできた」などの声が寄せられました。
大学での勉強や卒論に必要な専門書、高額なのでなかなか手が出
ないがぜひ読んでみたい書籍など、皆さんならではの視点で選んで
ください。

実施期間

図書館事務室内に特設された専用の
書架から、直接手にとって自由に本
を選ぶことができます。

5/28(月)～6/8(金) (土日を除く)
10:00～16:00 (11:30～12:30 を除く) ＊好きな日時を選べます

場所
対象
申し込み先
応募締切

図書館 1 階事務室
本学学生 定員 15 名(申し込み多数の場合は抽選)
図書館１階カウンター、もしくは電子メール（library1@josai.ac.jp）まで
5/21(月)

図書館彙報
図書館の利用案内が
新しくなりました
図書館の利用案内がポップで親しみやすいデ
ザインになりました。パンフレットには横にイン
デックスがついて、項目ごとにページを探しやす
くなっています。

プリンターの両面印刷が
可能になりました
利用者アンケートでも要望の多かった、図書館
内プリンターの両面印刷が可能になりました。
印刷時にプリンターのプロパティを開き、編集
タブの「両面/製本」にチェックを入れることで
利用できます。

■4 月より、リクエスト本の受け付けを始めてます （期間は１２月末まで）
■5 月 8 日に医中誌 web の講習会を 18 号館 103 室で行います。
申し込みは図書館 1 階カウンターまたはメール library1@josai.ac.jp で受け付けています。
■図書館ガイダンスを開催中です
■4/3

D1-Law の同時アクセス数が 2 名に増えました。

■4/3

SciFinder の同時アクセス数の制限がなくなりました。

■4/11

新しいリンクリゾルバ「360Link」の運用を開始しました。

■4/11

日本薬学図書館協議会理事会に出席しました。

■4/21

2012 年度新任教員研修会において図書館利用についての説明を行いました。

■4/25
■4/26

2012 年度版の教職員利用案内を図書館ホームページに掲載しました。
図書館ホームページのトップページ下段「利用案内 > 教職員利用案内」から閲覧できます。
県立越生高校の 3 年生１１名が図書館を見学しました。
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