
 
見え方は変化する 

図書館閲覧係 的場茂人  

 

昨年5月8日から6月9日にかけて「錯視展－数学で探る視覚の不思議」が城西大学水田美術館で開催され

ました。図書館ではこれにあわせ、錯視に関係した蔵書のミニ展示を行いました※1。錯視とは“無いものが在

るように見えたり、止まっているはずの文字や絵が動いて見える”錯覚です※2。水田美術館の展示では、こう

した錯覚のほか、同心円が渦巻きに見えたり、二つの同じ色が違う色に見えるものなどが紹介されていました。 

同じものが違うものに見えてくることは、錯覚以外でもあります。我が家では日本経済新聞の朝刊を購読し

ていますが、全ての面を読むことはあまりありません。投資・財務面などは、大抵飛ばしてしまいます。ペー

ジをめくる際、見えていない面、といってもよいかもしれません。マーケット総合面、また同面に載っている

千字程度のコラム「大機小機」も、飛ばす部分の一つでした。しかし別の記事※3で、この「大機小機」が1920

（大正 9）年から連載の続く日経新聞最長寿コラムと知り、見え方が変わりました。さらに、同記事によると

“最大の特徴はペンネームによる執筆である。署名記事の場合、バランスを取るため情報をまんべんなく盛り

込みたくなってしまう。（中略）ペンネームであれば、例えばある事象の特定の側面だけを切り出して、思い

きって論を展開していく、ということも可能になる”。 確かに、思いきった内容がかえって共感を覚える場合

もあり、最近は時間があれば読むようにしています。 

見え方が変わることは、人づきあいでもあります。個人の経験を語ると、中学の部活で苦手だった同期生と

ダブルスを組むことになったものの、結果的には地区優勝を果たしました。苦手な相手と見ていたままではな

しえなかったでしょう。大学生活は、様々なものを読んで学び、色んな人と出会える期間です。学生のみなさ

んには卒業までの間に、高校までとは違う見え方を沢山知ってほしいと思います。 

ところで錯視は、無いものが在るように見えますが、最近、在ったはずのことを無かったように感じてしま

います。これは錯覚（年齢）でしょうか。 

 

※1  図書館「錯視」ミニ展示 http://libopac.josai.ac.jp/guide/tenji/images/listmini_20.pdf 

※2  水田美術館「錯視展」 http://www.josai.ac.jp/~museum/evevt_info/img/2012_sakusi.pdf  

※3 「特集―コラムの気持ち、大機小機、匿名の識者、大胆に論じる（日経の読み方）」日本経済新聞朝刊、2011年1月7日、33頁 
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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月7日から開館します 

1月14日は成人の日 

1月19日、20日はセンター試験のためお休みです 



 

 大企業でも積極的に英語教育を導入していることからもわかるように、

就職でも語学力は大きな武器になります。今月の図書館展示はより多く

の学生に英語に親しんでもらおう、ということで「好きになる英語」という

テーマでお送りします。 

楽しく学べる英語の本や、映画シナリオの洋書本、リスニングのCDな

どを展示していますので、気軽にチャレンジしてみてください。 

語学は継続が大事です。これを機会にぜひ英語に親しんでスキルア

ップを目指してみてはいかがでしょうか。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 OPACで雑誌を検索したことはありますか？ 

たとえば「日経ビジネス」。検索してみると所蔵巻号の欄に「+」の記号

が・・・。ナニコレ？ 

 実はこのプラスの記号、この雑誌を「これからも続けて受け入れますよ」と

いう意味。反対に「+」が付いていないものは、購読中止や休刊等になってし

まったもの。「+」の表記がないものは待っていても最新号は入ってきません。 

雑誌の記事（論文）を探すときは何巻何号に必要な記事が載っているの

か確認し、雑誌を探して下さいね。（図書館に所蔵のないものは文献複写 

の取り寄せもできます。OAPCの申し込み画面から、またはカウンターに申

し込んでください） 

としょかん ナニコレ？！ 
 

図書館では、世界の各都市の観光情報を扱った「地

球の歩き方」シリーズや、日本47都道府県の観光ス 

ポットを紹介している「るるぶ」シリーズを所蔵していま

す。また、英語表記の図書なら、日本の観光名所を英語で

解説した『英語で伝える日本の観光・日本の文化』

(291.09//Y24)があります。さらに、旅行雑誌の『じゃらん』・

『CREA Travellar』も所蔵しています。 

 以上が図書館で利用できる資料ですが、この他に、公的

機関が運営しているホームページなどが大変役立ちま

す。例えば、県や市が運営している観光情報サイトなら、

地元の方が発信している、より詳しく新しい情報を知ること

ができます。また、観光庁のホームページは、英語以外

にも韓国語や中国語にも対応しており、日本全国の観光

地情報にすばやくアクセスできます。 

観光ガイドブックを探しています。(留学生より) 

Ａｓｋ ｍｅ! ～今月の調べもの～ 

今月の図書館展示コーナー「好きになる英語」 

 

ライブラリアン お薦め図書 

『世界で一番美しい元素図鑑 』 

セオドア・グレイ著 ; 武井摩利訳 創元社 

3階参考図書  431.11//G79 

 

118 個の元素を美しい写真と共に紹介していま

す。皆さんも「すいへいりーべ、ぼくのふね…」と、

元素記号を覚えたことがあると思いますが、実物を

眺める機会はなかなかないはず。 

写真だけでなく、著者であるセオドアさんによ

る、化学への愛にあふれた解説もぜひ読んでくださ

い。セオドアさんは、この図鑑制作に先立ってさま

ざまな元素を周期表ごとに並べたテーブル型標本

でユーモアあふれる科学研究に贈られる賞「イグ・

ノーベル賞」を受賞した経歴をお持ちです。「化学

なんて苦手…」という人でも楽しく読むことができ

る1冊です。 

図書館の資料以外にも、公的機関や地方自治体などの信
頼性の高い機関がWEB上で情報を公開していることがあ
りますので、活用しましょう。 

POINT 

この「＋」の 

正体は！？ 



学生アドバイザーに聞いてみよう！ 
学生アドバイザーとは、「学生が学生に相談できる」制度です。 

教員の推薦を受けた学生が図書館長より委嘱を受け 

図書館カウンター脇の相談席に常駐しています。 

「論文やレポートの書き方のアドバイスがほしい！」「文献の探し方やパソコンの使い方が知りたい！」と

いった身近な疑問にもお答えしています。気軽に声をかけて下さいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生アドバイザー紹介ページ:http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html 

専用メールアドレス libadvis@josai.ac.jp    

学生アドバイザーへの質問はメールでも受け付けています。 
※内容により、またアドバイザー常駐時間内に確認するため、返信が遅れる場合もあります。 

和知さん（現代政策学部） 

得意分野：パソコン基礎 

活動日：月曜・火曜 3、4限 

パソコンの資格を持っているのでWord、Excel、

パワーポイントなどで困ったことがあれば気軽に

ご相談ください。また、図書の探し方、レポート

についての相談も一生懸命対応するのでよろしく

お願いします。 

関谷さん（現代政策学部） 

得意分野：Office、書くこと、 

心理学 

活動日：火曜3、4限 

水曜4、5限 
本が好きです。書くことが好きです。そして何より、

図書館の雰囲気が好きで、学生アドバイザーの仕事

を手伝っています。Office の基本的な使い方はも

ちろん、テーマにあった文献を納得するまで丁寧に

教えます。「図書館の便利屋」です。是非一度、寄

ってみてください。 

実川さん（現代政策学部） 

得意分野： Word、金融 

活動日：水曜3限  

木曜3、4限 
Word 関係、図書の探し方など分からないことが

ありましたら気軽にご相談下さい。また、部活動に

所属していますのでスポーツに関しての質問や学

部に関しての質問など柔軟に対応します。学生にし

か相談出来ないこと沢山あります。その時こそアド

バイザーを頼ってみて下さい。 

 

永田さん（大学院 経済学研究科） 

得意分野： Word、レポート作成 

経済学 

活動日：木曜2限 

金曜2限 ～13：10 
レポートの書き方、卒論の書き方、ワードの使い方

など、なんでも気軽に質問してください！城西大学

の経済学部を卒業しているので、学部での相談、雑

談などでも話かけてください。みなさんのために頑

張ります！ 

李さん（大学院 経営学研究科） 

得意分野：パソコン関係、 

中国語、韓国語 

活動日：木曜・金曜 3、4限 

IT企業で4年間働いたことがありますので、パソコ

ン関係の問題は対応できると思います。韓国語・中

国語・日本語もできますので、留学生たちも気軽に

ご相談ください。卒業論文・レポートにも対応させ

ていただきたいと思います。 

学生アドバイザーは自学自習のた

めの強力なサポーター。 

まずはなんでも相談してみよう！ 

mailto:libadvis@josai.ac.jp


試験期間中のお知らせ          
図書館 3 階「シラバスルーム」に置かれているシラバス図書は、試験期間及び追・再試験期間 1 週間前から試

験終了まで、貸出を停止します。 

 

シラバス図書貸出し停止期間 ： 1/22（火）～ 2/9（土） 及び 2/18（月）～ 3/5（火） 
 

なお、試験期間 2 週間前から 3 階グループ学習室を開室します。また、耐震補強工事による上階の閉鎖

にともなって学習スペースとして丸正食堂を開放しています。 

 

３階グループ学習室の開室 ： 1/15（火）～ 2/9（土）まで 

丸正食堂の開放 ： 3/20まで 平日 15 時～21 時  土曜 15 時～19時 (日・祝祭日は除きます) 

 

長期貸出のお知らせ                     

 

長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 

大学1～3 年生 

短大1 年生 
5 冊 図書※ 1/18(金)～3/24(日) 4/8(月) 

※雑誌は１週間、ＡＶ資料は２週間の貸出になります。(通常通り) 

☆卒業年次生、別科生、科目等履修生の貸出期間は３月8日までです。 

返却は郵送でも受け付けています。期限を守って返却しましょう。 
※卒業生、健康市民大学生、ライブラリーカード会員、エクステンションなど一般の方は変更ありません。 

  

 

■12月2日 図書館と県民のつどい埼玉2012に出展しました。 

■12月4日 第6回SPARC Japan セミナー2012に参加しました。 

■12月5-6日 情報セキュリティ講習に参加しました。 

■12月5-7日 国立女性教育会館女性アーキビスト養成研修に参加しました。 

■12月7日 日々輝学園高等学校東京校の生徒32名と教員1名が図書館を見学しました。 

■12月10～21日 就職課共催就職に役立つ図書館上映会を行いました。 

■12月10～22日 個人向け図書館ガイダンスを行いました。 

■12月14日 関口館員が30年勤続者表彰を受けました。 

■12月16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。 

■12月18日 国立国会図書館主催講演会「HathiTrust の挑戦：デジタル化資料の共有における『いま』と『こ

れから』」に参加しました。 

■12月21日 全学FD研修会に参加しました。 

■12月25日 図書館防災研修・資料の取り扱いについての研修を行いました。 
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