
目的とはあまり関係ない本 
理学部数学科 助教・図書館選書委員 廣惠一希 

大学も2年生の後半から3年生になる頃から図書館で過ごすことが多くなった気がする。それは授業の予習

をしたり、もっと進んだことを勉強しようとかいう前向きな理由というよりは、むしろ授業についていけなく

なって居場所を失って図書館に逃げ込んだという方が近かった。勉強嫌いだとは思っていなかったが、楽しそ

うに黒板の前で喋っている先生の言っていることがわからないのである。終わってみてノートを見返すが、や

はりわからない。それでは、と思い図書館へ行ってシラバスに書かれている参考書を眺めてみるものの、それ

もやはりわからないのだ。 

そうして授業に関連しそうな本棚を探していたつもりが、いつの間にか全く関係のない小説の本棚や画集を

見始めたり、揚句の果てには視聴覚ルームで映画に見入ったりと、「おいおい自分の勉強はどうしたんだ」と

思い返すこともあった。思えば、「せっかく色々な本棚があるんだから」と様々な本を物色して図書館中をう

ろうろしてたような気がする。 

そこで出会った全く関係ない本が切っ掛けだったかどうかは覚えていないが、4 年生の半ばに大学院の分野

を転向することにした。その時点で浪人することはほぼ確定であり、入試は一から勉強しなおさなければなら

ないので、希望学部の図書室に入り浸りの毎日が始まった。毎日行けば自然と図書室の人にも顔を覚えられて

しまうが、知り合いのいない学部違いのもぐりの学生にも良くしてもらえたのは、孤独な浪人生活にはありが

たかった。そんな縁で大学院に入ってからはアルバイトで雇ってもらうことになり、結局毎日図書室にいる生

活は変わらなかった。 

図書館や本屋に何を求めるかはもちろん人それぞれであるが、初めにあの本が欲しいって入っていって、目

的の本を探しているうちに沢山本があるから目移りしはじめ、「せっかくだから」と関係ない本棚を物色し始

めてなんだか楽しくなってしまい、気づけば当初の目的とは全然違う本を抱えて出ていくというのも一つの楽

しみ方であろう。 

そのせいか、今頃丸の内かどこかでエリートビジネスマンになっているはずだったのだが、どこで道に迷っ

たのかいまだ大学の図書館から出られていない。だから今日もまた、新たな本との出会いを求めて、図書館を

うろうろしようと思う。たとえ出会った一冊が、目的とは関係のない本だったとしても。 

11月の開館日のお知らせ  12月の開館日のお知らせ 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

 1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30 

BookMark 2014年11月号 （通巻第75 号）
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図書館メールアドレス  library1＠josai.ac.jp 

TwitterID ＠lib_josai 

図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 

図書館開館時間 

□＝9：00～21：00 

■＝9：00～19：00 

■＝9：00～17：00 

■＝休館日です 

11/23・12/23は祝日のため休館

です。 

12/29～1/3は年末年始休みです。



ビブリオバトル予選会in城西を開催しました     
 

５分でお気に入りの本をプレゼンし、観客が「どの本を一番

読みたくなったか?」でチャンプ本を選ぶ、知的書評合戦「ビ

ブリオバトル」。本学でのビブリオバトルは2011年より毎年

開催し、今回は19名が4ブロックに分かれて出場しました。 

10 月 3 日（金）に行われた予選会は地域の方も含めて 140

名の方が観戦し、盛況のうちに幕を閉じました。  

チャンプ本に選ばれたのは、以下の4冊です。 

 

Aブロックチャンプ本 

『心に火をつける言葉』 

遠越段 著  総合法令出版 

バトラー：薬学部薬学科5 年 大野さん 

Bブロックチャンプ本 

『暗黒童話』 

乙一 著  集英社 

バトラー：現代政策学部2 年 横山さん 

Cブロックチャンプ本 

『ウケる技術』 

小林昌平ほか 著  オーエス出版 

バトラー：経営学部4 年 猪野さん 

Dブロックチャンプ本 

『ミッキーマウスの憂鬱』 

松岡圭祐 著  新潮社 

バトラー：経営学部3 年 鈴木さん 

 

城西予選会チャンプ鈴木さん 全国へ挑む！ 

10 月18日（土）の紀伊國屋書店新宿南店と11月5日（水）のパシフィ

コ横浜で行われた地区決戦に城西予選会チャンプが参戦。4名とも予選会

からさらに洗練されたプレゼンで、素晴らしいバトルを繰り広げました。

そして経営学部3年鈴木さんの『ミッキーマウスの憂鬱』が見事に勝ち抜

き、全国大会への切符を手にしました！ 

当日は学生や職員、ゼミの三國先生たちが応援する中での快挙でした。 

鈴木さんは12月14日（日）に京都大学時計台ホール（正式名称 京都大学

百周年時計台記念館）で行われる全国大会京都決戦で日本一の座を狙います。 

 

高麗祭でもビブリオバトルを開催！ 
城西予選のチャンプ4名とゼミ代表出場者2名が再び集合！城西チャンプ

を決定するビブリオバトルに挑みました。 

決戦は11 月 3 日（月）に図書館前の特設ステージにて図書館学生アドバ

イザー主催で行われ、約 70 名の観戦者が集まり立ち見が出るほどの盛況

となりました。回を重ねるごとに年々レベルの高いバトルとなっており、

図書館長からも「バトラーの皆さん予選会より素晴しく上達した」とお褒

めの言葉をいただきました。激戦の末、経営学部4年の猪野さんの『ウケ

る技術』がチャンプ本に決定しました。 



地域相互協力図書館合同主催公開講座「今治タオルの復活」を開催しました
11⽉2⽇（⽇）、図書館9階にて「今治のタオルはなぜ世界に誇れるブランドになったのか」を
テーマに、地場産業について本学経営学部の辻先⽣が講演されました。 
会場では数種類の今治タオル、今治市⽴⽴花中学校⽣作成のパネルや今治市⽴図書館のご厚意で
拝借した資料などを展⽰し、同図書館の野⼝様にもお越し頂きました。 
会場には近隣地域にお住まいの⽅を含め54 ⼈の⽅が集まり、熱⼼に
聴講されました。 

また「おらがまちのいいもの紹介」として、地域相互協⼒図書館からも様々な地場産品の展⽰と紹介
がありました。本学からは化粧品、⽯鹸、ジャム、休耕地活⽤プロジェクトの⽇本酒を展⽰しました。 
また、坂⼾市との連携によるハナマンテン（坂⼾で栽培されている⼩⻨）を使った担々麺を展⽰し、
企画した経済学部 末永啓⼀郎先⽣より説明がありました。 

図書館総合展に出展しました 

11⽉5⽇（⽔）〜7⽇（⾦）にパ
シフィコ横浜で開催された第16
回図書館総合展のポスターセッシ
ョンに「Active Library 図書館
でできることいろいろやってみ
た」というテーマで参加しました。 

ポスターでは図書館の今までの取り組みを統計と合わせて
紹介。図書館の「いま」を通して「これから」が⾒える内容
となっています。 
展⽰したポスターは図書館エントランスなどでも展⽰しま
すので是⾮ご覧ください。 

Open Library Weeks で「学生アドバイザーの立ち

上げから成長まで」を紹介しました 
Open Library Weeks は、埼⽟県⼤学・短期⼤学図書館協議会
の研修会の⼀つで、お互いの取り組みを紹介し、情報交換するこ
とで業務改善とサービスの向上を図る研修です。城⻄⼤学は『学
⽣アドバイザー』をテーマとして10 ⽉27 ⽇（⽉）に開催し、
当⽇は 7 ⼤学 8 名の⽅と本学の学⽣アドバイザー3 名が参加し
活発な意⾒を交わしました。 
その交流がきっかけとなり、⽇本⼯
業⼤学LCセンターのライブラリー
サポーター（学⽣ボランティア）企画
「ライブラリーカフェ」に、学⽣ア
ドバイザーが参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館主催講演会≪知っておこう著作権≫を開催しました 

論⽂執筆のために⾮常に参考になりました。専⾨書やニュ
ースの内容を扱う際の注意点を知っておくことは、論⽂を
書くうえで⽋かせない事だったので、その内容を専⾨家に
学べたのは⾮常に良かったです。学⽣とはいえど、責任あ
る成⼈なので、皆さんも知っておくことをお勧めします。
(経営学研究科ビジネス専攻 ⼯藤さん) 

近頃話題となっている「コピペ論文」の問題点を知ってもらうべく、10月

24日（金）に図書館主催の著作権に関する講演会を開催しました。 

講師に岩波書店・伊藤利花氏をお招きし、著作権法の解説やレポート・論

文の作成に必要となる引用のルールについてご講演いただきました。 

本講演会は薬学部のFDに準ずる研修扱いとなり、学生・院生・教職員延べ

118 人の参加がありました。講演後には講師の方や出版社の方へ積極的に

質問する学生の姿もありました。 

同時に開催された「学生選書 2014 Part.2」も多くの学生が実際に本を手

に取り、選書に参加しました。（今回選書された図書は後日館内にて展示し

ます。） 

講演会に参加した学生から感想をいただきました 「著作権」と聞くと著作者の権利保護を思い浮かべますが、
この講演を通して、先⼈の⽂化遺産を礎にしつつ新たな創作
活動を⾏うことで、⽂化や科学の発展に寄与するという⾏い
について考え、より深く理解ができました。著作権法はルー
ルだが、「巨⼈の肩の上に⽴つ」という⾔葉にあるように、
先⼈の功績の上に成り⽴っていることを踏まえ、そこから新
しい景⾊を眺め、さらに未来に繋がる貢献をしなければなら
ないと強く感じました。薬学を研究する私にとって貴重な講
演でした。（薬学研究科博士課程 関さん） 



   

 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 

 

学生アドバイザーに、新しいメンバーが3人加わりま

した。 

それぞれの持ち味を生かして活動中です。 

学習で困ったことがあれば、学生アドバイザーにどん

どん相談してくださいね。 

 川端さん（理学部数学科3年）          

得意分野 ： 数学系科目・教職関係 

数学か教職について困ったことがあれば、気軽に質問してくださ

い。力になれればと思います。 

 星野さん（経営学部3年）           

得意分野：簿記・税法・弓道 

弓道部所属の経営学部生です。図書館のみならず勉強、部活と学

生生活全体のアドバイスができればと思います。 

 田口さん（経営学部3年）            

得意分野：健康/スポーツマネジメント・福祉・介護 

経営学部でスポーツマネジメントを専攻しています。健康作りに関す

ることなど何でも相談に乗ります。気軽に話しかけてください。 

 

就職課共催 就活DVD上映会開催中              
12月まで毎月1週間ずつ、図書館2階視聴覚室で開催中。手続き不要、入退出も自由です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の展示コーナーは「Japan Brandと地域振興～日本の底力」。
 地場産業や地域振興の資料のほか、今治タオル関連資料や学生が参加した地域活性化プロジェクトの取り組みも展示しています。 
 
■9月1日 第2回日本医学図書館協会雑誌委員会・日本薬学図書館協議会雑誌問題検討委員会合同会議に出席しました。 

■9月2日 日本医学図書館協会・日本薬学図書館協議会コンソーシアム説明会に出席しました。 

■9月10,11日 大学図書館コンソーシアム連合版元提案説明会に出席しました。 

■9月17日 地域相互協力図書館合同研修会を本学で開催し、ビブリオバトルの事例を報告しました。 

■9月28,29日 第27回鶴ヶ島市図書館まつりに参加し、所蔵資料の展示をしました。 

■10月3日 ビブリオバトル学内予選会を開催しました。 

■10月13～17日 就職課共催 就活DVD上映会「就職活動のすべて」を開催しました。 

■10月15日 学内研修の文書ファイリング講習会に参加しました。 

■10月21日 第3回SPARC Japanセミナー2014に参加しました。 

■10月24日  図書館主催講演会≪知っておこう著作権≫を開催しました。 

■10月25日 第1回地域アドバイザー会議を行いました。 

■10月27日  本学で行われた埼玉県大学・短期大学図書館協議会Open Library Weeksで学生アドバイザー制度を紹介しました。 

■10月30日  医中誌WEB利用講習会を開催、13名の参加がありました。 

◆図書館見学 

 

栃木県立足利南高校9名（9/26） 新潟県立長岡工業高校16名（10/4） 群馬県立中之条高校15名（10/9） 

埼玉県立吹上秋桜高校23名（10/23） 私立山村学園高校29名（10/23） 
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図書館彙報 

10月13日(月)-17日(金) 

『就職活動のすべて』 

【開催終了】 

就活の基本的な内容で合

計41名が参加しました。 

月10日(月) - 14日(金) 11

『就勝講座DVD』 

自己PRと志望動機の違いや、自己分析・企業

研究のポイントを、専門の講師がわかりやす

く解説します。 

月15日(月) - 19日(金) 12

『就職活動の基本』 

就職活動の意味や、面接時の髪形・スーツ・持

ち物、電話・メールマナーなど、見落としがち

な就職活動の基礎を、本番前に再確認できます。 

ブラウジングコーナーの寄贈雑誌入れ替えのためのアンケートにご協力ください 
期間：11月1日（土） ～ 12月19日（金）  

実施方法：Twitter(@lib_josai)かブラウジングコーナーのアンケート用紙に記入 


