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学びの場所としての図書館の役割
水田記念図書館 副館長

大学にとっての図書館の役割は、
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学習と学修：

最近の教育に関わ

＊大森不二雄、国立教育政策研究所
紀要、第139集、101-110 (2010).
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Main Topics

- レポート作成で使えるツール
- アドバイザー通信拡大版

日経テレコン・BP講習会に参加しよう -

今年度の学生アドバイザーを紹介します -

レポート作成で使えるツール

レポートのための新聞記事・企業情報活用

日経テレコン・BPの 日経テレコン講習会
■会場：清光会館303室
講習会に参加しよう

■日時：2015年5月26日(火)
15:10 ～ 16:40
雑誌がパソコン
で読める!

新聞がパソコン
で読める!

日経テレコン
日経4紙(日経・日経産業・日経MJ・日経金融)の記事以外にも、
企業情報、報道機関向け発表資料であるプレスリリースが収録さ
れています。

日経BP記事検索
日経BP社発行の雑誌記事約60誌の最新号とバックナンバー
が読めることはもちろん、プレスリリースや就活専用メニューもあ
り、業界・企業研究にも役立ちます。

こんなコンテンツがあります

社会系の分野はこちら

◆「記事検索」
日経テレコンにはさまざまな新聞が収録されてお

◆日経ビジネス
◆日経トップリーダー
◆日経マネー

り、それらを横断しての検索が可能なので、求め
ている記事を漏れなく探すことができます。

...など

◆「データ&ランキング」

自然系の分野はこちら

記事を検索できるだけではありません。日経各紙
などに掲載されたビジネス関連の各種ランキング

◆日経ドラッグインフォメーション
◆日経ヘルスサプリメント辞典
◆日経サイエンス
...など

記事や、記事検索で提供している各種統計デー
タなどを、自分でキーワードを絞り込むことなく簡
単に閲覧することができます。

最新情報の収集に最適な2つのデータベースを使いこなせるとレポー
ト作成が格段にはかどります。講習会に参加して利用方法を習得しましょう。
お申し込みは図書館1階カウンター、またはメール(library1@josai.ac.jp)にて受付けています。

知って得する!図書館活用術

リモートアクセスをご存知ですか

・Cochrane Library
・EBSCOhost

事前登録により電子ジャーナルをご自宅や

・Maruzen eBook Library

外出先で閲覧することができるシステムです。

・ScienceDirect

リモートアクセスは右の電子リソースで利用可能です。
登録をご希望の方は図書館へお問い合わせください。

イメージ図
図書館
ご自宅で

・Scopus
・SpringerLink
・Wiley Online Library
外出先で

学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します

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

拡大版

今年度の学生アドバイザーを紹介します
「学生アドバイザー」とは、教員の推薦を受け館長より委嘱を受けた学生が、皆さんの「レポートの書き方がわからない」、
「パソコンの使い方がわからない」といった学習の悩みにお答えします。青いパーカーが目印なので、館内で見かけたらお
気軽に声をかけてください。
さいき ひろみ

齊木 ひろみ
（大学院経営学研究科1年）

NEW FACE!

大倉 優太
（大学院経営学研究科2年）

得意分野
会計、経営科目、レポート作成

昨年度に引き続き、学生アドバイザーを務めさせて頂きます。図
書館が学生にとってより良い環境になるよう尽力していきます。

かとう

おじま

としき

（経済学部4年）

得意分野
心理学・プレゼンテーション

のりき

得意分野

小嶋 識喜

財務会計、管理会計

（大学院経営学研究科2年）

私はゼミで心理学を学んでおり特に承認誘導について積極的に
学んでいます。プレゼンテーション等で磨いた人前に立つ力も活
かし、図書館主催のイベントを盛り上げていきます。

大学院では会計学を専攻しています。昨年度もアドバイザーとし

はるた ひでゆき

たなか かんな

春田 秀之
（現代政策学部3年）

得意分野
社会福祉

こんにちは、春田秀之です。今年度から、学生アドバイザーとして
１年間頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。図書館だ
NEW FACE!

おおくら ゆうた

学部生時代からコンピュータ関連の授業補助や管理を行い、円
滑にコミュニケーションをとる方法を意識してきました。困ったこと
があれば何でも遠慮なく聞きに来てください。

嘉藤 敏生

NEW FACE!

得意分野
語学、コンピュータ、コミュニケー
ションスキル

けでなく学内でも見かけたら気軽に声をかけてください。
よしだ

ゆりえ

吉田 友里恵
（現代政策学部4年）

得意分野
FP、金融科目

て活動していたので、その経験を活かし今年度はより一層皆さん
の悩みにお答えできるよう頑張ります!!
得意分野
薬学系科目（特に生物学、免
疫学）、論文検索

田中 寛奈
（大学院薬学研究科1年）

こんにちは。昨年度のアドバイザー経験を生かして今年度も頑張
りたいと思います。気軽にお声がけください。
きたうら ゆうじ

北裏 裕志
（経営学部4年）

得意分野
保育、教育関連

現代政策学部４年吉田友里恵です。本の探し方など図書館の利

大学では主に教職課程を取っているので、その分野のことでした

用でわからないこと困ったことがあったら気軽に相談してください。

らお気軽にお声がけください。今年度はアドバイザー2年目なので

１年間よろしくお願いします！

元気いっぱいの挨拶を心掛けます！！！よろしくお願いします！

ほしの

よしき

星野 誉志紀
（経営学部4年）

得意分野
簿記会計、税法

たぐち なるみ

田口 成美
（経営学部4年）

得意分野
健康、福祉、介護、スポーツマ
ネジメント

弓道部に所属しています。現在は税理士の勉強中です。簿記の

スポーツの観点からのマネジメントを専攻しています。早いもので

ことならぜひ質問してください。アドバイザーは今年で2年目。昨年

４年生になりました。あと1年の大学生活を、自分のためだけでな

の業務で学んだことを活かし皆さんのサポートをしていきます。

く皆さんの力になれるよう、精一杯頑張りたいと思います。

第3回ライブラリーラウンジ

地域アドバイザー
ミニ講演会を開催します
ラウンジにいるようなリラックスした中で本にまつわるトークが
聞ける、ライブラリーラウンジ。第3回開催のお知らせです。
みなさんは本当のアメリカ社会について、どれだけの知識を
持っているでしょうか？ 留学を考えている方、留学生と仲良
くなりたいと考えている方、日本独自の「暗黙の了解」や「年
功序列」は通じません。そんな文化圏にどのように交わって
いけばよいのでしょう。今回は、アメリカで30年以上暮らした

経験をもつ図書館地域アドバイザーの松本光代さんを講師
にお迎えします。学生アドバイザーと共に、本当のアメリカの
姿について話し合ってみませんか？

「日本とアメリカ合衆国での
生活から見えたもの」
・日時：2015年5月19日 15：10～
・場所：図書館2階視聴覚室
まつもと てるよ

・講師：地域アドバイザー 松本光代さん
詳細、参加申込みは図書館カウンターへ。

Information

イチオシ!

キーワードラリー上級者編にチャレンジ！

◆新着図書のご紹介

4月から新入生向けに実施中の

『 Japan : described and
illustrated by the Japanese 』

キーワードラリーが、5月は上級者
編にパワーアップします。1度クリ

Originally published:
Boston : J.B. Millet,
1897-1898

アした方も、上級生も、「我こそは」
手に持つとずっしりと重

という方の挑戦を待っています。

く、全体に豪華な装飾
が施された全編英文
の図書。1890年代、
西洋世界全体に「ジャ

ノートPC利用エリアのご案内

ポニスム」が広がって
ノートPCは以下の場所で利用してください。

いる時代に海外で出版されました。幕末から明治の

◆1階年鑑・白書コーナー
◆3階雑誌室
◆4階全体 / 6階全体

日本の風景や人々の生活が収められたこの1冊は西

このPOPが目印です→

所在：2階大型本コーナー

洋の人々に大きな影響を与えました。留学生や、世
界の中の日本について知りたい方には必見です。
請求記号：382.1//B73//1
382.1//B73//2

4月の図書館彙報
■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）
■図書館ガイダンスを開催中です
■キーワードラリー参加者数 4月計110名
■朝日新聞社提供の新聞記事全文データベース『聞蔵Ⅱビジュアル』に英文ニュースデータベースが追加されました。
4/6

新しい図書館パンフレットができました。館内で配布しています。

4/13-25 学生選書2015Part1「New student Life with New Books」を実施しました。初の試みとして図書館ゲート前へ
場所を移しての選書も行いました。延べ46名の参加、計112冊の選書となりました。後日館内で展示を行いま
すのでご覧ください。
4/21-28 就職課共催DVD上映会「面接対策・就活ドキュメント」を実施しました。新規DVDタイトル5点の上映の他に、就
職課の方による就活のアドバイスや、図書館で利用できる就活に役立つ資料を紹介しました。延べ119名の参
加となりました。
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開館時間

□＝9：00～21：00
■＝9：00～17：00

■＝9：00～19：00
■＝休館日です
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