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図書館で出会うセレンディピティー
理学部化学科客員教授 小林啓二
セレンディピティーという言葉を聞いたことがありますか。
「偶然の幸運」とでも言ったらよいでしょうか。
自然科学上の大発見で、セレンディピティーがきっかけとなったと伝えられている例は数多く知られていま
す（＊）。このセレンディピティーと似たような感覚を、以前は、図書館でよく経験したものです。目的の本を
探しているとき、偶然に気になっていた別のテーマの参考になる本を見つけたとか、探している論文の載っ
た雑誌の分厚い合本を開いたところ、そのページに非常に重要なヒントとなる論文を見つけたとか。むしろ、
「拾いもの」と言うほうが適切なのかもしれませんが・・・。こういう寄り道も図書館の楽しみの一つなの
ですが、近年はパソコンやタブレットを前にすれば目的はほぼ達成されてしまいます。しかも、この種のサ
ービス、ここ水田記念図書館ではすこぶる良いときています。図書館に出向いて狭い書架の間を右往左往す
る必要がなくなったし、無駄に時間を費やすこともなくなりました。便利になった反面、図書館でのセレン
ディピティーに出会う機会は減ってしまいました。ＩＣＴツールの進歩に面喰う老教師には、幾分寂しい思
いをしないでもありません。
セレンディピティーは、ただ待ち受けていれば手に入るというものではありません。｢拾い物｣に出会う力
と、それを生かす能力というものがあるような気がするのです。これはネット経由の閲覧やネットを利用す
る検索だけでは身の付くものではないと思います。書物を「ひもとき」
、ページを「繰る」体験の中から生ま
れるものではないでしょうか。図書館は辞書、辞典、シラバス図書など万巻の書の森です。森の中をさまよ
い、寄り道をしながら、手間暇かけて調べ上げたいものです。その過程で、意外な拾い物をし、それにより
得た知識がさらに興味を深め、何より、自発的な学びの手法を身につけることに繋がるはずです。Wikipedia
を堂々と参考文献として上げているレポートが多いことも気になります。ＩＣＴツールはおおいに活用すべ
きですが、これに頼ってばかりでは、自らの手と頭を使って考えながら学ぶという姿勢が疎かにならないで
しょうか。書物を「ひもとき」
、ページを「繰る」という言葉を死語にさせたくないものです。ぜひとも図書
館で贅沢な時間を過ごし、セレンディピティーに出会う喜びを体験してみてください。

『セレンディピティー』R.M.ロバーツ著 安藤喬志訳は開架図書(3 階)：402//R52 に配架されています。
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10 月の開館日のお知らせ
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■＝休館日です

ビブリオバトルはお気に入りの本を５分で紹介し、どの本を一番読みたくなったかを競う知的書評バトルです。
今年は昨年の５倍以上の２８名ものバトラーが参加します。また、参加人数の増加に伴って会場を図書館 2 階視
聴覚室と３階グループ学習室二つに分け、計４ブロックでの開催となります。
今回のビブリオバトル in 城西では、各ブロックのチャンプが 11 月 10 日（日）紀伊國屋書店新宿南店(予定)で
行われる地区決戦に挑みます。さらにそこで勝ち抜けば 11 月 24 日（日）ベルサール秋葉原で行われる首都決戦
2013 へ進み、全国を勝ち抜いてきたバトラー達と戦います。
そして高麗祭では、城西大学内でのチャンピオンを決めるビブリオバトルを図書館前ステージで開催します。

当日スケジュール
15：10
15：30
16：40
16：50
18：10

ビブリオバトル・公式ルール

開会式（各会場にて）＊14：30 開場
第１試合
＊休憩（10分）＊
第２試合
視聴覚室にて表彰式・閉会式
（18：30 終了予定）

１ お気に入りの本を持って集まる
2 順番に 1 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！

A ブロック

B ブロック

C ブロック

視聴覚室：第 1 試合

3F グループ学習室：第 1 試合

視聴覚室：第 2 試合

参加バトラー

参加バトラー

参加バトラー

現代政策学部２年：古和田さん

経済学部２年：丹波さん

経営学部３年：猪野さん

現代政策学部１年：初貝さん

現代政策学部１年：荒井さん

現代政策学部１年：加藤さん

現代政策学部１年：山岸さん

現代政策学部１年：吉田さん

現代政策学部１年：駒井さん

現代政策学部１年：本間さん

現代政策学部１年：水村さん

現代政策学部１年：小野寺さん

現代政策学部４年：古川さん

現代政策学部１年：中村さん

帝京大学経済学部４年：天野さん

現代政策学部４年：新谷さん

現代政策学部１年：北爪さん

現代政策学部４年：関谷さん

経営学部１年：奥冨さん

現代政策学部４年：関根さん

D ブロック
3F グループ学習室：第 2 試合
参加バトラー
現代政策学部１年：岡さん
現代政策学部１年：元木さん
現代政策学部１年：綛谷さん
現代政策学部１年：田口さん
現代政策学部１年：春田さん
経済学部１年：斉藤さん
薬学部４年：小岩井さん

観覧者も予約なしで観覧できます。
途中からの観覧もできますが、投票権は各試合の最初
から参加した方のみになりますのでご注意ください。
ビブリオバトルでは観覧者もまた参加者の一員です。
あなたの一票がチャンプ本を決めるかもしれません。
皆さんの来場をお待ちしています。

・OS が Windows7 になりました。
・起動が高速化しました。
・USB メモリがどの PC でも途中から挿して使えるようになりました。
・Microsoft Office がバージョンアップし、Office2010 になりました。
・シャットダウンはどのＰＣも１回でＯＫになりました。
プリンターが新型にな

２階にもプリンターが設置

り、印字速度と静穏性

されました。

がアップしました。

ほかの階のプリンターと同
様の操作で利用できます。

OPAC もリニューアルされました
■新機能1「もしかして：」（簡易検索画面で有効な機能です）
例えば検索キーワードで「日本と世界の未来」と入力し
たもののヒットしなかった場合に「もしかして：日本と
世界の政治と経済，日本貿易の将来像…」と蔵書のある
キーワードが挙げられるようになり、
検索しやすくなり
ました。

■新機能2「類似資料」
資料詳細画面を開いたとき、
検索でヒットした資料と同
じ分類を持つ資料が「類似資料」として紹介されるよう
になりました。
似たような内容の資料を探す時に活用できます。

■新機能 3「ログインボタンの追加」
ログインすると、予約や相互貸借の申し込みの
ほかに一度使った検索条件の保存ができます。

検索画面右上のアイコンからログインできるようになりました。
（パソコンのログインと同じID、
パスワードで利用できます）
※ブラウザが開いている間はログインしたままになりますので、終わったらログアウトを忘れずに。

学生選書は図書館で購入する本を学生自身の目で選ぶイベントです。
資料は図書館事務室内にある新刊書の特設本棚から手に取って、実際に中
身を吟味したうえで選ぶことができます。
大学での勉強や卒論に必要な専門書、書店ではなかなか手に入らない書籍
などを直接手に取って選べる機会です。ぜひご参加ください。

実施期間 10/21(月)～11/1(金) (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
募集期間
9/20(金)～10/13(日)

今月の展示：はじめよう！ 就職活動
大学生活のスタートは就職活動のスタートでもあることをご存じですか？
まだ先のことと思わずに、1・2 年生の時期から自分をアピールする文章力や、面
接に欠かせないコミュニケーション能力などを養っていきましょう。
今回の展示では、
「就職の赤本」などのガイドブックや、エントリーシート・面
接対策資料、一般常識問題集など、皆さんの就職活動をスムーズにスタートさせ
る資料を数多く取り揃えただけでなく、図書館司書推薦の資料も展示します。
さらに、
「就活スタート」をテーマとした DVD 上映会も開催しますので、奮ってご参加下さい。

図書館彙報
■7 月、8 月のオープンキャンパスでは延べ 665 名の来館がありました。
■7月1～4日 情報科学研究センター研修に参加しました。
■7月6日
図書館員のキャリアプログラム研究フォーラムに参加しました。
■7月24日
坂戸市立図書館協議会に参加しました。
地域協力図書館長と主務者の集いを開催しました。
第2回図書館選書委員会を開催しました。
■7 月 24～26 日 図書館等職員著作権実務講習会に参加しました。
■7月26日
全学ＦＤ研修に参加しました。
■8月6日
学生アドバイザー懇親会を行いました。
■8月7日
教員免許更新講習の一講義が図書館で行われ、当館所蔵の資料が紹介されました。
館内研修「電子ジャーナル・コンソーシアムの状況」を行いました。
■8月17日
図書館システムが刷新されました。
■8月27日
第 3 回私大図書館協会研修分科会に参加しました。
■8月27,28日 ＪＭＬＡ医学図書館員基礎研修に参加しました。
■8月30日
学内防災訓練とＡＥＤ講習に参加しました。
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