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図書館のバックヤード
図書館整理係 中村 祥子
図書館のカウンター奥には図書館事務室があります。その奥で日頃どのようなことが行われているか興味をもたれた
ことはないでしょうか。館内でみかけるスタッフ以外のバックヤードスタッフがその事務室にいます。今回はより良い図書
館サービスを皆さんに提供しようと奮闘しているバックヤードにスポットをあてて紹介したいと思います。
事務室には、図書や雑誌の整理、図書館情報システムの管理、それら図書館全般を取りまとめている職員がいます。
そのうち図書整理業務が私の担当している業務です。現在私を含め3名が担当しており、年間約1万冊の図書を整理して
います。水田記念図書館には、現在約43万冊の図書を所蔵していますが、それらは全てこの事務室内で整理してきまし
た。
図書館では日々学習、研究に必要な図書を収集して皆さんに提供していますが、書店と違って発行された当日に図書
が棚に並ぶということはありません。まずシラバスに沿って内容を吟味し、必要なものを選書して発注します。本が図書館
に届き次第、すぐに図書の目録(カタログ)を作成し、装備をしてようやく新着図書コーナーに並ぶのです。皆さんも通販の
洋服を選ぶときには服のサイズや服の材質などをカタログで確認しますよね。それと同様に、図書のタイトルやページ数、
厚さ、大きさ、どの棚に置かれているかなどが一目でわかるような目録をつけます。これで、皆さんが図書をOPACで調
べた時、その図書がどこにあるのか、どのような本なのかがわかるのです。
目録作業は現在発行されている図書だけにとどまりません。図書館では、江戸時代から明治にかけて出された薬に関
する貴重な資料を収集しています。古書は現在のように大量出版されていなかったため、書名は同じでも大きさなどが微
妙に違い、所蔵していた人の書き込みや、虫食いのある資料などからその本の歴史を感じます。目録を取る際は書名の
取り方や、発行年、大きさや丁数(ページ数)などを念入りに調べていきますが、そういった古い資料を扱っていると、実に
様々な発見があります。デジタルアーカイブにも収録されている効能書「朝鮮名方牛肉丸」には、今なら「誇大広告では？」
と疑われるような効能が書かれています。なんでも、この薬は「朝鮮国の名医の薬で、神剤である。この薬を飲めば、老
いていても子供のような体になる」と言うのです。本当にそうなら飲んでみたいですよね。いったいどのような味だったの
でしょうか。デジタルアーカイブの資料は図書館HPから見ることができます。いろいろと想像しながら見ると、きっと違った
楽しみも見えてくると思います。（希望があれば、展示している以外の古書を見ることもできます。）
図書館では５月２８日より事務室内にて「図書館学生選書 2012part1」を実施しています。後期にも実施しますので、ぜひ
応募して、事務室内に来て雰囲気を感じて下さい。
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今月の図書館展示コーナー「学士力」
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」は勉強とは違い、主体的な活動です。自ら「問い」を立て、その答えを見つけるために「学ぶ」こ
と、それが「学問する」ことに他なりません。この活動を通じて、人は世界を知り、視野が広がり、同時に自
分が拠って立つ、
「いま」と「ここ」を見つめ直すことにもなります。この「学問する」という一連のプロセス
全体が、
「自己」の確立、つまり一人の「人間」の「形成」へと繋がっていくのです。
今回展示されている資料は、本学の先生方が、みなさんに読んでほしいと願っているものばかりです。学部
や専門に囚われず、さまざまな分野に目を向けて、自分の引き出しを増やしてみてはどうでしょうか。
※「学士力～建学の精神に基づく人格の涵養～」は、
「学士力支援図書コーナー」として、図書館 1 階に常設されています。

Ａｓｋ ｍｅ!

～今月の調べもの～

過去の新聞（記事）を読むことはできますか。
Part① 図書館では国内・海外の新聞（朝刊）を
置いています。
いずれも 3 ヶ月分を保管しています。
朝日新聞と日本経済新聞は、1966 年 4 月以降のも
のを縮刷版で保存しています。また朝日新聞は「聞
蔵Ⅱビジュアル」
、日本経済新聞社発行紙は「日経テ
レコン 21」というデータベースで過去～当日記事
（朝・夕刊）を、
「読売新聞」1926 年 12 月～45
年（戦前昭和）分は館内専用PCで、それぞれ検索・
閲覧できます。その他、薬事日報は「YAKUNET」
でオンライン版を提供、Washington Postなど米国
内の新聞を検索できる「Regional Business News
（EBSCOhost）
」もあります。⇒次号へつづく。
POINT
上記の「」付きのものは、いずれも図書館ホーム
ページのデータベース集にリンクしています。前
期末のレポートや卒業論文の資料集めに、新聞記
事を活用して下さい。

ライブラリアン お薦め図書

水晶 : 他三篇石さまざま
シュティフター 作 ; 手塚富雄,藤村宏 訳
1 階文庫本コーナー ： 943//St6
石さまざま、と銘打たれたこの短編集は、そのタイト
ル通り各作品の題名がすべて石の名前という少し風
変わりなものになっています。
シュティフターは風景画のごとく精緻な自然描写で
評価の高い作家ですが、その根本は市井に生きる
人々のひたむきな姿勢と静謐さを、温かな筆致で見
つめ、描いている点にあります。
うち一編である「石灰石」という短編では、清貧な生
活を送る、ある牧師の秘密を地質調査士の目を通し
て描いています。驚くほど貧しい生活を営み、しかし
何故か高価な肌着を身につけているその理由とは。
当たり前の生活の中にある、揺るぎない、尊いも
の。その穏やかな語りの中には、華美な物語の中に
はない、素朴な温かさがあります。

としょかん ナニコレ？！
「本を取ってみたら、棚にテープみたいなものが。ナニコレ？」
実はコレ、図書落下防止用のすべり止めテープなんです。
今年 2 月に 2・3 階の開架書架の上段の棚に導入しました。
透明であまり目には見えませんが、地震の際に重い本が
棚からすべり落ちてくるのを抑止してくれます。
みなさんの安全を守る、隠れたスグレモノです。
(注意)本が絶対に落ちてこないという訳ではないので、地震が
来たら必ず本棚から離れて身の安全をはかってくださいね。

点線のところに
あります

正体はこれ

JCR と EndNote の講習会を開催しました
JCR（Journal Citation Reports）は引用情報をもとに、雑
誌の評価と比較を行うためのツールです。インパクトファクター
（雑誌に掲載された論文が、どれくらい頻繁に引用されているか
を示す尺度）が収録され、雑誌の影響度を知ることができます。
EndNote は文献管理・論文作成の支援ツールで、文献をテー
マごとに分けて管理する、引用文献リストを作成するなど、研究
論文やレポート執筆時に活用することができます。
今回の講習会は実習形式で行い、
飛び入り参加も含めて満席になる

皆さん真剣に取り組んでいました

ほどの人気を博しました。
また参加を希望したものの叶わなかった方のため、再度講習会を開催することも検討しています。

JDreamⅡ・メディカルオンライン講習会のお知らせ
6月28日（木）4限 15:00～16:30、JDreamⅡとメディカルオンラインの講習会を同時開催します。
JDreamⅡはＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）が作成した国内外の科学技術及び医学・薬学系の
文献情報システムで、科学技術全分野の文献情報など5000万件以上のデータを収録しており、図書館の所
蔵情報や電子ジャーナルのフルテキストへのリンクもされています。
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。ユサコ株式会社から派遣された講師によ
り、実習形式でわかりやすく教わることができます。ぜひご参加ください。

就職課
共催

図書館上映会「就職活動のすべて」
延長しました

5 月 28 日から昼休みの時間帯を利用し、2 階視聴覚室で就職活動
をテーマにした DVD「就職活動のすべて」の上映を行っています。視
聴した学生からは「就職活動の内容を具体的に知ることができた」
「エン
トリーシートの書き方や、企業説明会のポイントを知ることができた」
などの声が寄せられ、熱心にメモを取る姿が印象的でした。
内容は「グループディスカッションは怖くない(26 分)」
「対策！グル
ープ面接/個人面接(38 分)」
「面接シミュレーション ケーススタディ
(25 分)」
「働くって何?(27 分)」
「文章でどうプレゼンするか？(23 分)」
など様々な角度から就職活動について、傾向と対策を解説しています。
特に就職活動を始める前の 3 年生は必見です。
昼休みに見られない方も、空いた時間に館内の AV ブースで見ること
ができます。ゼミや授業での視聴もできますのでカウンターに相談して
ください。図書館は、就職課と共に皆さんの就職を応援しています。

Josai Discovery Show2012の展示が行われました。
文化部連合会が主催するクラブ発表 JDS （Josai
Discovery Show）の展示が、5 月 14 日から 6 月 1 日ま
で、
図書館 1 階の玄関ホールおよびカウンター前で行われま
した。

参加サークルは美術部、貴雲塾、ものを書く会、漫画研究会、釣り
研究会、天文研究会の６サークル。
それぞれの活動の報告や成果の展示を行い、
自主制作誌や研究報告
などに多くの学生が足を止めて見入っていました。

水田美術館の錯視展にあわせてミニ展示を行っています
水田美術館「錯視展」と連動して、図書館でも錯視に関連した
図書を展示しています。
錯視は視覚による錯覚のことで、対象をどれほど注意深く見て
も起きてしまう不思議なものです。ミニ展示では数学、生理学、
美術などの分野から錯視にまつわる資料を展示しました。
水田美術館の錯視展は 6 月 16 日(土)まで開催しています。

図書館彙報
■5/8

医中誌 Web 講習会を実施しました。

■5/10

鳩山高校の生徒７名が図書館を見学しました。

■5/16

地域相互協力図書館長と主務者の集いを開催しました。
平成２４年度第１回図書館運営・選書合同委員会を開催しました。

■5/18

埼玉県大学・短期大学図書館協議会幹事会に出席しました。

■5/24

紀伊國屋書店新入社員研修にて講演を行いました。

■5/25

日本薬学図書館協議会中堅職員研修会・日本医学図書館協会分科会に出席しました。

■5/26

オープンキャンパスの会場として学生相談や保護者説明会を行いました。

■5/28
■5/29
■5/30

図書館学生選書 2012part1 を 6 月 18 日まで実施しています。
漢方古書アーカイブに「黄帝内經」
（素問 9 巻補遺 1 巻および霊枢 9 巻）を追加しました。
埼玉県大学・短期大学図書館協議会第 25 回総会に出席しました。
JCR と EndNote の講習会を開催しました。
日本薬学図書館協議会第 1 回関東地区協議会に出席しました。
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