
 
図書に関するアドバイス 

経済学部 教授・図書選書委員 冨貴島 明 

 

１．本を好きになりましょう。おもしろい本を読めば、好きになります。私はいま、本屋大賞にはまっています。

バカにしていましたが、おもしろい本ばっかりです。住んでいる地区の図書館からも探してみましょう。 

でも時には難しい本も読みましょう。岩波書店が､「読書の達人が選ぶ岩波文庫の100冊」をまとめています。

城西大学図書館でも、学生に読んでほしい図書を選定し「学士力支援図書コーナー注1」をもうけています。

本は､様々な可能性を開き、人生を豊かにしてくれます。本を好きになって､損はありません。 

 

２．本は最後まで読み､記録や感想を書きとめておきましょう。最初は難しく､おもしろくなくても､読み進むう

ちにだんだんおもしろく、分かってきます。我慢すれば､楽しさが待っています。楽しく読み終わったら､印

象や感想、できたら内容の筋書きや要約を書いておきましょう。 

小説の印象を書きためれば、作家になれるかもしれません。難しい哲学書のまとめを書ければ､哲学者になれ

ます。感想や要約を書くことで､本を本当に理解できます。もっと好きになります。後日、読んだことを忘れ

ても､思い出すことができます。学生時代に乱読して､何も残らなかった私の反省です。ただし読むに値しな

いと判断した本は、さっさと捨てること。時間の無駄です。 

 

３．本にたいして頑固になりましょう。好きな作家ができたら､すべての作品を読みましょう。私は学生時代､ド

ストエフスキー注2に感激し､全集を図書館で読みました。三木清全集注3は買いました。外国の本は､原語で読む

べきです。翻訳では､理解は不十分です。私も、学生時代に努力したのですが､いまでも不十分です。 

でも、好きになったら､頑固に、とことん好きになりましょう。人間と違い、本は嫌がりません。授業やゼミ

で読んだ本は､詳細なまとめか要約を書くこともおすすめです。成績は、Aになること請け合いです。私のゼ

ミでは､ゼミ生に強要しています。これは、本を愛することです。ここまでくると､本なしでは生きられませ

ん。図書館から離れられません。 

 
 

注1：学士力支援図書コーナーは図書館1階のPC席となりです。 

注2：ドストエフスキーの著作は１階文庫コーナーのほか、２階開架図

書の「世界文学全集」にもあります。 

注3：三木清全集（全19巻）は３階開架図書 121.9//Mi24にあります。 
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自分が面白いと思った本を熱く紹介し、「どの本を一番読みたく

なったか」を競う「ビブリオバトル」を今年も開催します。 

勝敗はプレゼンターを含む観客全員によって選ばれ、城西大学

のチャンピオンはそのまま地区決戦に挑み、さらに勝ち抜けば

11月24日（日）に行われる首都決戦へと駒を進めます。 

本好きの方、プレゼンの腕を磨きたい方のエントリーをお待ち

しております。 

 

開催日時  ９月２５日（水） 4限15：10～ 

開催場所  図書館 2階視聴覚室 

エントリー方法  図書館1階カウンター 

         またはlibrary1@josai.ac.jpまで 

 

 

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。 

今月は坂本史織さんからのメッセージを紹介します。 

はじめまして。経営学部４年の坂本史織です。 

先日３週間、母校の中学校へ教育実習に行ってきました。中学生と生活してみると、大学生活を送って

いると忘れてしまうようなことをたくさん思い出しました。とても楽しい実習で忘れられない良い思い出

となりました。 

ふと、中学校の図書館に行ってみると、大学の図書館との違いをたくさん見つけました。大学では置い

てある本が、より専門的になっているのはもちろんですが、冬は暖かいし、夏はとても涼しいです。さら

にパソコンまで利用できるようになっていて、恵まれた環境であることをつくづく感じました。 

アドバイザー席に座っていると、図書館を利用している学生がたくさんいて、とても嬉しいです。でも、

学生アドバイザーを利用する学生がまだまだ少ないのが現状です。私たちは皆さんがより快適に図書館を

利用できるように、話し合いを重ねて日々頑張っています。学生アドバイザーを見つけたら、是非話しか

けてみてくださいね。 

夏の到来に合わせて、スタッフジャンパーから涼しい色合い

のポロシャツに衣替え。 

背中に大きくロゴも入ってばっちり目立ちます。 

このシャツを見かけたら困ったこ

とを相談してみてくださいね。 

ビブリオバトルのルール 

1.お気に入りの本を持って集まる！ 

2.順番に一人5分で紹介する！ 

（＋2分のディスカッション） 

3.「どの本を一番読みたくなったか？」 

で投票を行いチャンプ本を決める！ 

 

 



学生選書 2013前期で選ばれた図書を 

１階ミニ展示コーナーで公開しています 
 

学生選書は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

て本を選ぶ企画で、5月27日から6月8日までの期間に行われました。

今回は１7名の学生が参加し、全77冊の本が選ばれました。 

現在、図書館１階の階段わきのミニ展示コーナーで、選書した学生のお手製ポップつきで展示しています。 

学生選書は後期10月にも予定しています。今回参加できなかった方はぜひ次回にお申し込みください。 

 

選書された図書の一部を選書コメントつきで紹介します 

3.11以後を生きるヒント  

普段着の市民による「支縁の思考」 

 

新評論 / 臼澤良一ほか著 

開架図書３階：369.31//Mi91 

経済学部 経済学科 2年 

年月がたつと人の意識も少しずつ薄れていってしまう。震

災が起こった事実や、実際にあったことなどが写真ととも

に感じることが出来る本である。 

ディズニーこころをつかむ9つの秘

密 : 97%のリピーター率をうみ出

すマーケティング   

 

ダイヤモンド社 / 渡辺喜一郎著 

開架図書３階：689.5//W46 

現代政策学部 社会経済システム学科 4年 

夢の国のマーケティングが知りたかったから。 

感動をつくりだすしくみを知りたくて選びました。 

ローカル線で行こう！  

   

講談社 / 真保裕一著 

開架図書2階：913.6//Sh69 

 

経営学部 マネジメント総合学科 2年 

「お金がないなら、知恵を出すのよ！」という帯紙につい

ている一文が気になりました。 

 

量子という謎 :  

量子力学の哲学入門 

 

勁草書房 /白井仁人著 

開架図書３階： 421.3//Sh81 

理学部 化学科 1年 

理学部化学科の「分子と物質」で学習している内容を深め

たい人におすすめ。かなり難しいですが読む価値はあると

思う。 

ファッションフード、あります。 

はやりの食べ物クロニクル

1970-2010 

 

紀伊國屋書店 /  畑中三応子著 

開架図書３階：383.81//H42 

薬学部 医療栄養学科 3年 

手にとって少し読んでみたらおもしろそうだったので選

びました。江戸から戦前まで、戦後、など各年代ごとにど

のように日本の"食"文化が変わってきたのか、読めばわか

ると思います！！ 

 

 

展示コーナーでは手作りのポップでも紹介

しています 



7月の開館日                 8月の開館日 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31 

9月の開館日                        

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

●試験期間2週間前から試験終了（7/16-8/2の土日を除く期間）は8：30に開館します。 
「テスト前に勉強したい」という要望を受けて1階から4階までを30分早く開館します。 

ただし、追再試期間とその前については通常どおりの開館時間です。 
 

●試験期間中のシラバス図書は一時貸出停止になります 
＜貸出停止期間 ＞ 7／23（火）～ 8／3（土） 及び  9／2（月）～ 9／14（土） 

 
●７/１７(水)～９/１2(木)は夏期長期貸出期間です 

●返却期限日 9／27（金）  ●長期貸出対象者  大学1～3年生・短大1年生・別科生 

●対象資料  図書（シラバス図書は除く）※雑誌・AV資料は長期貸出にはなりません。 
 
 

 

6月3日～14日まで就活上映会を行いました。 
上映会は80名が参加し、好評のうちに終了しました。アンケート結果は図書館ホームページで公開しています。 

上映したDVD「就職活動のすべて」「就勝講座DVD」は図書館内でも視聴できます。 

■6月6日 埼玉県大学・短期大学図書館協議会総会に出席しました。 

■6月7日 日本薬学図書館協議会総会に出席しました。 

■6月12日 板倉高校の生徒30名が図書館を見学しました。 

■6月14日 JMLA/JPLAコンソーシアム合同委員会、私立大学図書館協議会東地区部会総会・館長会・研究講演会に

参加しました 

■6月15日 オープンキャンパスが開催され、図書館に48人が来館しました。 

■6月17日 東京成徳大学深谷高校の生徒25名が図書館を見学しました。 

■6月19日 JDreamⅢ講習会に30名が参加しました。 

日高高校の父母13名が図書館を見学しました。 

第1回ＪＵＲＡ運営委員会を開催しました。 

■6月21日 日経テレコン講習会に22名が参加しました。 

■6月22日 山村国際高校の父母36名、越生高校父母21名、越生町立図書館主催歴史文化探訪の皆さん15名が図

書館を見学しました。 

■6月26日 医中誌講習会に12名が参加しました。 
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図図書書館館彙彙報報  

図書館開館時間 
 

□＝9：00～21：00  □＝8：30～21：00  

■＝9：00～19：00  ■＝9：00～17：00  

■＝休館日です 

 


