
 
 

Library in my Life 
経済学部経済学科 客員教授 勝浦信幸 

 

小学生の頃、休日が雨になると、手塚治虫、白土三

平、ちばてつや、横山光輝などの漫画本を、仲間たち

と読みふけった。 

 中学生の頃は、高校受験の勉強を少しと、ハイキン

グやサイクリングの計画を仲間たちと楽しく練った。 

 高校生になると、平日は学校帰りに立ち寄り、休日

は仲間たちと英文の読書会などをした。女子高生たち

ともそこで親しくなり、仲間の輪が広がった。 

 そこは市立図書館だ。私は図書館のすぐ近くで育っ

た。小学校も高校もその図書館の近くにあった。 

 図書館は、遊び場の一つであり、仲間づくりの場で

もあった。漫画本、地図、ガイドブック、英文の図書

など、材料は豊富に揃っていた。仲間たちと語り合っ

ていても、注意された記憶はない。 

 大学生になっても、休日はその図書館に出掛けた。

実は、午前中は図書館で勉強し、午後は街中を歩いて

喫茶店までという、デートコースだったのだ。大学２

年から、国家試験受験に向けて、大学の研究所に籠っ

て真剣に勉強を始めた。次第にデートは過去のものと

なっていった。 

 当時、学生運動の末期とはいえ、在学中に二度のロ

ックアウトがあった。２年の後期、3年の後期の期間中

は、研究所や大学図書館に全く入ることができなくな

った。しかたなく、国会図書館、他大学の図書館、県

立図書館、そして市立図書館を転々としながら、勉強

を続けた。 

 私の家族は、大学が閉まっているにもかかわらず毎

日図書館に通う私の姿をみて、さぞかし熱心に受験勉

強をしていると思っていたに違いない。だが、実は、

図書館には誘惑がたくさんあるのだ。開架図書を眺め

て回れば、興味をそそる本が山ほどある。気分転換に

とその１冊を手に取ったが最後、受験勉強など忘れて

読みふけってしまう。こうして、図書館の誘惑に溺れ

る日々が続いたのである。 

 それから40年ほどが過ぎた。学生の本離れが深刻だ

とされる今、わがゼミ生は「ほん→
←ほんcafé ～本の

交換会in鶴ヶ島～」というイベントの企画・運営に携

わっている。お勧めの本の紹介とその交換を幅広く行

っていこうというものだ。ワカバウォーク 1 階の市民

活動推進センターには、彼らの推薦の本がリサイクル

された本棚に並んでいる。足を運んでみてはいかがだ

ろう。 

 城西大学水田記念図書館にも本の誘惑が溢れている。

学生諸君もきっとその誘惑に溺れてしまうはずだ。 

 
1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  

□＝8：30～21：00   ■＝9：00～17：00  

■＝休館日です 

1/17、18はセンター試験のため休館です。 

1/14～2/10は試験勉強できるように30分早く開館します。 



＼どんな仕事・企業があるの？／ 

『会社四季報 業界地図』東洋経済新報社発行 

 各業界の主要企業が掲載されているので、一度は耳にしたことの

ある会社名がずらり。業界研究の第一歩はここから。 

 

『就職四季報』東洋経済新報社発行 

 気になる企業があればこの本でチェック。採用情報に特化してい

るので、試験情報はもちろん、離職率や有休の消化平均まで知る

ことができます。女性は『就職四季報・女子版』も要チェック。 
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  図書館は就活を応援します！  
  【特集】就職支援図書コーナー  活用事例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業研究・面接対策には 

新聞・雑誌・オンラインデータベース 
 

 

 

 

 

 

イベントも開催しています 

 

 

 

就職関連 

ＤＶＤ 

上映会 
 

迷ったときは就職課に相談しましょう。 

就職活動の進め方や疑問についてのアドバイスがもらえます。 

各種 

データベース 

講習会 
 

就職支援図書コーナーは就活の強い味方。例えばこんな時に役に立ちます。 

 

日経テレコン、今だけ！ 業界情報メニューが利用できます！ 

  ⇒日経業界地図、日経会社情報、日経NEEDS業界解説レポート、日経大予測 

その他にも追加コンテンツ有り！ 詳しくは図書館HPで。 

 

現在トライアル中!! 

1月31日まで!! 

 

パソコンで簡単に検索

できます。 

日経テレコン…日経新聞のオンライン版 

日経ＢＰ記事検索…雑誌を検索・閲覧 

＼何から始めればいいんだろう？／ 

『就職の赤本』日本シナプス発行 

 全体の流れを知ることで、いつまでに、何をしなければならないのか分

かります。 
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＼試験はどんな問題がでるの？／ 

『最新!SPI3完全版』高橋書店発行 

 Webテスト頻出問題も豊富に収録。例題からの練習問題なので苦

手分野もわかりやすい！ 

 

高橋書店発行 

 面接の質問一覧(50音順)索引がついているので探しやすい！ 
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就職支援図書コーナーは

ココ！ 

カウンター 
ゲート 

エレベータ PC席 

展示 

コーナー 

新聞 

雑誌 



ビブリオバトル全国大会に経営学部三國ゼミ代表の鈴木さんが出場しました 
 

 12月14日（日）京都大学時計台ホールにて、「全国大学ビブリオバトル2014 ～京

都決戦～」が開催され、経営学部3年の鈴木さんが本学として初めて、この全国大会

へ出場しました。 

 鈴木さんは、準決勝への進出を果たし、予選会からさらに洗練されたプレゼンで発

表本「ミッキーマウスの憂鬱 / 松岡圭祐著」の魅力を観客へアピールしました。 

 

「図書館と県民のつどい埼玉」に出展しました 
 

 12月14日（日）に桶川市民ホール・さいたま文学館で開催された「図書館と県民

のつどい埼玉 2014」に、「日本人の知恵“漢方”」として江戸～明治期の貴重書コレ

クションや道具類、当館所蔵の関連資料、漢方の標本などを展示しました。当日は約

800名の方が来場し、熱心にご覧いただきました。 
 
※ 漢方古書コレクションは、当館一階で常設展示しています。また、コレクションの一部を電子化し、「漢

方古書資料デジタルアーカイブ」として図書館HPにて公開しています。 

 

『ライブラリーラウンジ』がスタートしました 
第1回目は「人生の先輩と本について語ろう」 地域アドバイザーの丹羽さんを講師にお招きしました 

第 1 回のライブラリーラウンジでは、日ごろから図

書館を活用し、還暦をすぎた今も地域アドバイザーと

して活動されている丹羽

さんを講師としてお招き

しました。 

ご自身の読書経験や、学

生時代の放課後に互いの

専門分野を教えあったエピソード、コンピュータ黎明

期のプログラミングにまつわる苦労話など、波乱万丈

の体験談に学生も刺激を受けたようでした。 

また、おすすめの本や洋書の読み方、楽しみ方をタ

ブレットと電子黒板を駆使して学生に紹介。学生たち

とも互いの専門分野について語り合うなど、貴重な交

流の場となりました。 
 

 
第 2 回目は「ゲームで数学の楽しさを解き明かしてみよう!!」学生アドバイザー主催で開催し
ました。(詳しくは「学生アドバイザー通信」にて) 
 

 学生アドバイザー通信 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 

第2回ライブラリーラウンジ「ゲームで数学の楽しさを解き明かしてみよう!!」を主催して 
（記：学生アドバイザー 経営学研究科1年 小嶋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 数学科教授の小木曽先生を講師にお招きし、誕生

日当てゲームなどを通して、日常生活に隠れた数学

的思考法を学びました。 

 数学科以外の学生も多く参加しましたが、先生の

ユーモアあふれるお話に、苦手意識を持つことなく

楽しんだようです。アンケートでは、「数学に関す

る身近なクイズをたくさん知ることができ、とても

楽しかった」「考えもつかない発想が多く、参考に

なった」という声がありました。 

私も、先生の解説を聞き、いかに自分が柔軟な発想が

できていないかを実感しました。 

専門外の知識に触れることで、物事を異なる視点で見

ることができ、一層学問を深められるはずです。 

今後も学生アドバイザー

は、学部の垣根を越えた学び

の機会を実現することで、充

実した学生生活を送る手助

けをしたいと思っています。 



学年末試験・期間中のお知らせ                           

＜ シラバス図書は貸出し停止になります ＞ 
1/28（水）～ 2/10（火） 及び 2/25（水）～ 3/5（木） 

＜ 開館時間が繰り上がります ＞ 
試験期間2週間前から試験終了（1/14～2/10の土日を除く期間）は8：30に開館します。 

＜ グループ学習室を全室開放します ＞ 
1/28（水）～ 2/10（火）まで 
 

長期貸出のお知らせ                     

長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 

大学1～3 年生 

短大1 年生 
5 冊 図書※ 1/20(火)～3/24(火) 4/8(水) 

※雑誌は１週間、ＡＶ資料は２週間の貸出になります。(通常通り) 

☆卒業年次生、別科生、科目等履修生の貸出期間は3月6日(金)までです。 

返却は郵送でも受け付けています。期限を守って忘れずに返却してください。 
※卒業生、健康市民大学生、ライブラリーカード会員、エクステンション受講生など一般の方は変更ありません。 

 

 
 

 

寄贈雑誌アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 

来年度の父母講演会寄贈雑誌については、図書館ホームページで公開いたします。 

■12月2日 医中誌Web講習会を開催。47名の参加がありました。 

■12月4日 大連理工大学の学生26名が図書館を見学しました。 

■12月5日 千葉大学アカデミックリンク・セミナーに参加しました。 

■12月8日 

 

薬学図書館編集委員会に出席しました。 

第1回ライブラリーラウンジ「人生の先輩と本について語ろう」を開催し、8名が参加しました。 

■12月14日 ビブリオバトル京都決戦に本学経営学部の鈴木さんが出場しました。 

 図書館と県民のつどい埼玉2014で本学資料の展示をしました。 

■12月15-19日 就活支援DVD上映会を開催し、期間中で累計250名以上の参加がありました。 

■12月16日 日経テレコン講習会を開催。42名の参加がありました。 

■12月17日 埼玉県大学・短期大学図書館協議会第２６回研修会に参加しました。 

■12月22日 第2回ライブラリーラウンジ「ゲームで数学の楽しさを解き明かしてみよう」を開催し、25名が参加しました。 
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空気の澄んだ冬の星空は、目を奪うほどに美しいもの。 

しかし星々の織り成す世界は、いまだに未知の領域です。 

そんな夜空の真の姿を、図書館からのぞいてみませんか？ 

今月は映像資料や図鑑などから、神秘の宇宙をご案内します。 

 

図書館彙報 


