
 
図書館で戦争！？ 

図書館副館長 関 俊暢 
 

はじめから物騒なタイトルで申し訳ありません。ただ、ご存知の方も多いと思います。平成25年4月27日

から映画「図書館戦争」（主演；岡田准一、榮倉奈々、脚本；野木亜紀子、監督；佐藤信介、配給；東宝）が公

開されており、ご覧になった方もいらっしゃるのではと思います。原作は、有川浩さんで、「図書館戦争」シリ

ーズ4巻と番外編的な別冊2巻が小説として発行（メディアワークス、角川書店）されていますし、別に漫画

化やアニメ化も既にされているようです。私がこれを書いている時点では、まだ映画は公開されていないので、

評判や出来映えはいかがでしょうか？ 

 図書館が軍事力を持って政府から図書を守るという突拍子もないストーリーですし、ラブストーリーを絡め

ながら若者の成長を描いたものなので、50歳を越えた私のような男性には、恥ずかしいような内容なのですが、

同じく映画化されている「阪急電車」（幻冬舎）がとても素敵な小説だったので、文庫化に際して迷いながらも

手に取って購入し、あとはあまりの面白さに6冊一気に読んでしまいました。 

 有川さんは、図書館に掲げられていた「図書館の自由に関する宣言」（日本図書館協会、1954 年採択、1974

年改訂）のことを知り、この小説の執筆を思いついたようです。まったく小説家の発想というものはすごいも

のだと思います。 

図書館の自由に関する宣言 

第１ 図書館は資料収集の自由を有する 

第２ 図書館は資料提供の自由を有する 

第３ 図書館は利用者の秘密を守る 

第４ 図書館はすべての検閲に反対する 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 

 現実の図書館は、全く平和な場所ですし、城西大学水田記念図書館でも、学生、教職員、そして地域住民の

皆様のご要望に応えながら資料の提供を行わせていただいております。図書館では、資料を通じて世界各地の

情報に触れることができます。地球を離れて宇宙のこと、そして最新の科学・学問を学ぶことができます。過

去のこと・歴史については本当にたくさんの資料がありますし、「図書館戦争」で描かれているような仮想の未

来についても思いを巡らすことができます。学生の皆さんには、是非自由な学びの姿勢で、これらの資料を利

用し、建学の精神「学問による人間形成」を実現していただければと願っています。  
 

図書館戦争は本編全4作と別巻2冊が開架図書２階 913.6//A71に配架されています。 

 
5月の開館日のお知らせ 
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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 



データベースを自宅からも利用できる 

「リモートアクセス」をご存知ですか？ 

リモートアクセスサービスを利用することで、一部のデータベースは学外 (自宅や外出先) から利用

することができます。登録作業は、いずれも学内PC より行って下さい。 

 

リモートアクセスできるデータベース 

◇電子ジャーナル 

「Business Source Premier (EBSCOhost)」 

1. EBSCOhostを開きます。 

2. 画面右上の「サインイン」リンクを開きます。 

3. 「アカウントの新規作成」からユーザ登録します。 

4. サインイン画面よりログインで、利用可能です。  

◇電子ジャーナル「Wiley Online Library」 

1. Wiley Online Library を開きます。 

2. 画面右上「LOGIN」の中の「NOT REGISTERED ?」リンクを開

き、必要情報を入力して、ユーザ登録します。 

3. LOGIN 画面よりログインします。 

4. 画面右上の「LOGGED IN」の中の、「MY PROFILE」リンクを

開きます。 

5. 画面左メニューの「Roaming Access」リンクを開きます。 

6. 「Refresh Roaming Access」のリンクを押すと、リモート

アクセスの有効期限が表示されます。 

7. 有効期限は 6.の設定より、3ヶ月間です。期限後は再度

「Refresh Roaming Access」から期限を更新して下さい。 

◇電子ジャーナル・ブック「SpringerLink」 

1. SpirngerLink を開きます。 

2. 画面右上の「Sign up」リンクを開きます。 

3. 必要情報を入力して、ユーザ登録します。 

4. Sign up画面よりログインで、リモートアクセス可能です。 

 

◇電子ジャーナル「SciVerse ScienceDirect」 

◇抄録・引用文献データベース「SciVerse Scopus」 
 
図書館へご連絡（申請）下さい。 

  

◇EBM文献データベース「Cochrane Library」 

1. Wiley Online Library の登録ユーザ情報でリモートアクセ

スできます。（ローミングアクセス設定後。方法は上記） 

2. Cochrane Libraryを開くと画面下に「Log In」リンクがあ

ります。 

 

JDreamⅡがJDreamⅢに変わりました 

JDreamⅢは、科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報を

検索できる、日本最大級の科学技術文献データベースです。科学

技術全分野の文献情報などのデータ約5,800万件を収録しており、

論文ごとに抄録と索引が付与されています。また、検索結果から

原文献の複写申込みや、原文の入手（一部文献のみ）ができます。 

利用方法  

・図書館HP ＞データベース集 ＞【 J 】＞JDreamⅢからアクセスし、[IP接続でログイン]を押します。 

※同時アクセス数に制限（10名）がありますので、終了時には必ず [ログアウト]を押して下さい。 

※また一定時間操作がない場合、セッションタイムアウトとなります。その場合には再度ログインして下さい。  

 ・キーワードだけで手軽に検索できる[クイックサーチ]と条件を細かく指定して精度の高い検索ができる

[アドバンスドサーチ]を選択して検索できます。 



アドバイザー通信 

メールアドレス：libadvis@josai.ac.jp 

ホームページ：http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html 

学生アドバイザーは「学生が学生に相談できる」制度です。 

図書館1階に常駐し、学習支援を行いながらアドバイザー自身も一緒に成長していくことを目指しています。 

今月からスタートするアドバイザー通信では、毎月学生アドバイザーからのメッセージをお届けします。 

今月は和知奈都美さんからです。 

 

学生アドバイザーの現代政策学部４年の和知です。 

みなさんは図書館に入って、カウンター脇のデスクの人は何をしているんだろう、と思ったことはあ

りませんか？ それが、私たち学生アドバイザーです。皆さんと同じ学生の立場から相談に答えるため、

図書館に常駐しています。 

現在は6人のアドバイザーが相談を受け付けています。 

論文やレポートの書き方のアドバイス、文献の探し方やパソコンの使い方など、様々な質問にお答え

しています。また、授業のことや将来のことなど、皆さんの先輩としてアドバイスをしますので、いつ

でも気軽に相談してくださいね。 

 

アドバイザーに新メンバーが加わりました 
2013年度から新たに4名のアドバイザー加わりました。 

経営学研究科 張 彦博さん   

経営学研究科 工藤 正悟さん 

経営学研究科 坂本 健一さん 

経営学部   坂本 史織さん 

前年度から引き続きのアドバイザー2名を加えた6名体制で、皆さ

んの学習をサポートします。 

 

JURA がリニューアルしました 
「JURA（ジュラ）」(Josai University Repository of Academia)

は城西大学が運営する機関リポジトリ（大学等の研究機関が、

その知的生産物を電子的形態で集積し、保存し、無料で公開す

るために設置する電子アーカイブシステム）です。 

学内の教育・研究成果を収集し、ネットワークを通じて公

開・発信しています。 

4月にアップデートされ、ユーザーフレンドリーになりました。 

 

また、今回のリニューアルに伴って新しいパンフレットができました。 

機関リポジトリの仕組みや登録時の著作権についての疑問にお答えしてい

ます。 

 

JURAはhttp://libir.josai.ac.jp/から利用することができます。 

 

http://libir.josai.ac.jp/


今年も学生選書の季節がやってきました。 
 

学生選書は図書館の本を学生自身が選ぶイベントです。 

様々な分野の学術書に触れる機会を通じて、資料を選ぶ目を養うとと

もに学習支援・読書推進を行うという目的で開催されています。 

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」など毎年好評を得ています。 

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 5/27(月)～6/8(土) (日曜日を除く) ＊好きな日時を選べます 

10:00～16:00 (11:30～12:30を除く)   

場所   図書館1階事務室 

対象   本学学生 定員15名(申し込み多数の場合は抽選) 

申し込み先 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 

応募締切  5/20(月) 

 

今月の展示 ：Let's Start Campus Life       
キャンパスライフのスタートを、図書館が応援します！ 

新学期は新しい出会いや講義など、はじめてのことばかり。 

「どういう勉強をすればいいの？」「友達できるかな？」…新

年度最初の月の図書館展示では、そんなあなたをサポートする

図書館のサービスと本を紹介しています。 

新しいスタートの一助としてぜひ活用してください。 

 

 

■図書館ミニ展示「留学で世界を体験しよう！」 
城西大学では「JEAP（城西大学海外教育プログラム）」を設けています。展示では、留学に興味を持てるよう

な資料を、JEAP留学対象の国別で集めてみました。 

■4月より、リクエスト本の受付を始めています。(期間は 12月まで） 

■図書館ガイダンスを開催中です 

■4月17日 化学科向けにSciFinder講習会を開催しました。 

明海大学歯学部メディアセンター館長、主務者とのミーティングを行いました。 

■4月26日 学生アドバイザー会議を行いました。 

■4月27日 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。 

2013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。 
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