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城西大学の宝庫・水田記念図書館を大いに活用しよう！
水田記念図書館 館長
新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。初
めてのキャンパス生活はいかがでしょうか。図書館はご
利用いただけましたか。城西大学水田記念図書館には、
４５万冊に及ぶ膨大な図書や雑誌があります。紙ベース
の図書や雑誌だけではなく、インターネットで利用でき
る電子ジャーナル、電子ブック、専門的な情報を検索で
きるデータベースもあります。
また、明海大学、埼玉医科大学の図書館や坂戸市立
中央図書館など近隣の図書館と協力し、お互いに利用す
ることができるようになっています。さらに、国内ばか
りでなく世界中の図書館とネットワークでつながって
おり、海外からも資料を取り寄せることができます。
時間的にも非常に使いやすい環境が整っていて、平
日は夜９時まで開館し、また日曜日も利用することがで
きます。夜９時ごろに大学を出るスクールバスもありま
すので、女子学生の皆さんも安心して利用できます。一
般の人たちにも開放されていて、地域の方々の利用もあ
り、中には毎日のように来られる方もいるそうです。ま
た所蔵図書に関しては、地域の他の公共図書館とは異な
る大学らしい図書館を目指しています。
皆さんを支援するため、多種多様なサービスやイベ
ントも行なっています。館内には学生アドバイザーがい
て、皆さんが気軽に相談できる体制が整っています。シ
ラバスに掲載された図書を集めたシラバスコーナーも
あり、授業にもすぐに役立つようになっています。また
月替わりのテーマによる企画展示、電子ジャーナルの使
用方法などスキルアップのための講習会、学生自ら図書
館の本を選ぶ学生選書、ビブリオバトル（書評合戦）な
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どもあります。ビブリオバトルは大学祭（高麗祭）のと
きに行われますので、ぜひ参戦・観戦してください。
このように図書館は皆さんのために役立つようあら
ゆるサービスを心掛けており、水田記念図書館は皆さん
にとっての宝庫と言えると思われます。このお宝が一杯
詰まった図書館を日常的に利用したり、中の多くの蔵書
を活用したりしないと、
‘モッタイナイ‘とは思われま
せんか。
城西大学の建学の精神は、
’学問による人間形成‘で
す。本離れと言われて久しいですが、多くの本を読むこ
とで、本を通して視野を広げることができます。ワード
が普及して漢字力が低下したと言われていますが、本を
読みながら知らない漢字が出てきたときは必ず調べる
習慣をつけると、漢字力がアップします。新聞を自宅で
購読しない家庭が増えて来ているそうですが、図書館で
はあらゆる新聞を読むことができます。各紙を読み比べ
ると興味深いです。図書館を活用してこれらのことを続
けると、知らない間に基礎力のアップにつながります。
専門的な知識だけでなく幅広い教養が自然と身に付き、
結果的には将来の就職活動のときなどにも、非常に有利
になります。
２０１５年は本学の５０周年になります。水田記念図
書館もまさに先輩たちの利用から半世紀を経ることに
なります。建学の精神を名実ともに具現すべく、これか
らも皆さんに城西大学の宝庫・水田記念図書館を大いに
活用していただきたいと思います。また我々館員も、さ
らに利用しやすい環境整備を進めて行きたいと考えて
います。
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連動企画

講演会が終了しても、選書は
6 月 7 日まで開催中！！
前
↓回の選書の様子 ↓

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

学生アドバイザーとは？
「学生が学生に相談できる」制度のことです。皆さんの
先輩が、
学習支援のために図書館 1 階に常駐して資料探
しやレポート作成の相談などを受け付けています。

今年度就任したアドバイザーからみなさんへのメッセージです。
小嶋 識喜さん（大学院 経営学研究科１年）

田中 寛奈さん（薬学部 薬科学科４年）

得意分野：会計・管理会計

得意分野：薬学系科目・パワーポイント・論文検索

学部４年間の経験を生かして皆さんの学生生活をより

本が大好き薬学生です。図書館でわからないことが

良いものにするお手伝いをします。どうぞ相談してく

ありましたら、何でも相談してください。

ださい。

大倉 優太さん（大学院 経営学研究科１年）
得意分野：会計・経営科目・レポート作成
昨年度学部を卒業したばかりなので皆さんと同じ目

北裏 裕志さん（経営学部 マネジメント総合学科３年）
得意分野：保育・教育科目
現在、教職課程を取っております。困ったことがあ

線で質問・相談にお答えできると思います。気軽に

りましたら気軽に声をかけてください。

声をかけてください。

小岩井 成貴さん（大学院 薬学研究科１年）
得意分野：薬学系科目・パワーポイント・エクセル
薬学系の相談なら力になれると思います。お気軽にど
うぞ。

瀬川 紘羽さん（経済学部 経済学科４年）
得意分野：パワーポイント・グループワーク・心理学
関連
少しでも困ったことがあったらどんどん聞きにきてく
ださい！ 誠心誠意お答えしますっ！

小山 夏美さん（現代政策学部 社会経済システム学科4 年）
得意分野：教職関係・FP・宅建
書籍の探し方や教職関係などわからないことがありま
したら気軽にご相談ください。また、FP・宅建の資格
を持っているので、勉強方法、学部に関しての質問な
ど親身になって相談に乗ります。

吉田 友里恵さん（現代政策学部 社会経済システム学科3 年）
得意分野：FP・パソコン基礎
本が大好きです。うまくアドバイスできるように頑
張ります！ 気軽に声をかけてください。

常駐時間は下記のとおりです。気軽に声をかけてくださいね。
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小嶋・大倉
小岩井・吉田
小嶋・大倉
瀬川

小山
小山・北裏
瀬川

4限
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5限

田中・北裏

小山・北裏

水
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小岩井

瀬川

小嶋・北裏
大倉
小嶋・大倉
瀬川
小嶋
田中・瀬川
田中

小岩井・吉田
小嶋・大倉
瀬川
大倉・田中
北裏
田中

新書から始めよう

雑学から入門書まで

～新書とは～
１階文庫コーナーにある新書は、ポケットに収まる

新書の新刊は１階の回

大きさの本です。専門的なテーマが分かりやすく書

転式書架にあります。

かれていて、手軽に読むことができます。

その一部を紹介します

さまざまなジャンルを取り揃えているので、ちょっ
とした読書にもおすすめです。
死なないやつら
長沼毅著
408//B59//1844

宇宙は本当に
ひとつなのか

人はなぜ集団にな
ると怠けるのか

再生可能エネル
ギーがわかる

村山斉著

釘原直樹著

西脇文男著

408//B59//1731

361.44//Ku22

501.6//N87

先生の推薦文付きで
展示コーナーにて公開中です
パンダをいくらで
買いますか？
野口真人著
336.8//N93
経済学部 玉城先生推薦

「大発見」の思考法
山中伸弥著
404//Y34

理学部数学科 小木曽先生推薦

スパイス、爆薬、医
薬品
ペニー・ルクーター
ほか著 小林力訳
430.2//L46
理学部化学科 宇和田先生推薦

４月は１００名以上が参加して大好評だったキーワードラリー、５月は「上級者編」として、より難易度を
高めた内容で開催します。君はすべての文字を発見できるか！？ 挑戦者求む！

図書館彙報
■ただいま、図書館ガイダンスを実施中です。
■2014 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ています。
■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）
■4 月 22 日

化学科向け SciFinder 講習会を行いました。

■4 月 24 日

群馬県立桐生西高校の生徒４名が図書館を見学しました。

■4 月 25 日

米国姉妹校のカリフォルニア大学リバーサイド校の来賓２名が図書館を見学されました。

■4 月 26 日

新任教員研修会で図書館利用についての説明を行いました。
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