Book Mark
城西大学水田記念図書館報

84

Vol.

2015

9･10

合併特別号

■

図書館と私の50年
経営学部

城西大学は今年創立50周年で
あるが、経済学部1期生の私も
城西生活50年である。正確にい
うと早稲田に4年、カリフォル
ニア大学に1年行っていたが、
城西大学の校歌は50年歌い続け
ている。50年は私にとって単な
る数字ではなく「思い」なの
だ。
はじめ図書館などはなく、1
号館理学部棟４階と２号館経済
学部棟３階にそれぞれ図書室が
あって、冊数も不足ぎみであっ
た。ある時、経済学部長の佐々
木吉郎先生の蔵書を図書室に運
ぶのを手伝ったことがあり、収
納限界に来ている今の状況とは
逆であった。
1号館と2号館、女子寮の次に
できた施設は食堂である。カ
レーライスが50円、うどんが30
円であった。それまでは、川角
駅前の皆川商店のお兄さんが昼
にパンを売りに来ていて皆それ
に群がったが、買いそびれる
と、午後の授業は悲惨であっ
た。
次の施設を図書館にするか体
育館にするかということで、学
長の水田三喜男先生は図書館よ
りも体育館のほうが利用人数が
多いので、先に造ると言ってお
られた。一理あると思った。そ
れよりも先に柔道場を造るとい

■
教授

うので、新聞会の一員であった
私は「城西大学新聞*」に、「図
書館が僻んでいる」という風刺
漫画を描いた。その時の図書館
の絵が後に公表された建設予定
図よりも現在の図書館に似てい
るのには驚いている。
先生方の間で、後継者の出せ
ない大学は良い大学になれない
と言って私に白羽の矢が立っ
た。先生方の期待通り、卒業し
て早稲田の大学院に行き、戻っ
て助手となった。
助手の一番大変な任務は経済
学部の図書の発注であった。図
書委員であった下條英男先生の
指示を仰ぎながら来る日も来る
日も図書の発注業務をこなし
た。
早稲田の指導教授からこう言
われていた。人に認められるに
は本を書くとよい。本を書くだ
けなら誰でも書けると言われる
から、学会賞を取るなど、客観
的評価がもらえるようなものを
書くとよいと。講師になると図
書発注業務などが少なくなった
ので、その時間を本を書く時間
に向けた。汚い字で殴り書きし
た原稿を妻が清書してくれた。
助教授の時に最初の本が出版で
きた。それが図書館の棚に並ん
だ時は嬉しかった。後にその本
が学会賞を取り、中国（北京大

図書館運営委員

清水 公一

学）、韓国、台湾で翻訳出版さ
れた。新発想の持論が認められ
たと思った。
先生方は私が教授になったり
役職教員になったりすると、父
母後援会地区懇談会などで、
「この人卒業生」と言って披露
していた。その時はなぜと思っ
たが、誰も言わなくなった今は
その意味が分かり、懐かしく思
う。
いま、図書館の蔵書を見る
と、助手の頃の大変だった発注
業務を思い出す。また、棚にあ
る自分の本が増えてゆき、古い
ものからぼろぼろになっていく
のを見て、一人50年を噛みしめ
ている。
*『城西大学新聞』1-4,7-9,12号所蔵有。
清水先生が執筆された風刺漫画は4号に掲
載されています。(禁帯出資料)

知的書評合戦ビブリオバトル、開催決定
1.全国大学ビブリオバトル2015～首都決戦～

出場を果たしました。
今回は19名が出場予定で、皆
さんの投票を待っています。
最初から最後まで観戦した方
しか投票できないので、お時
間ある方は是非見に来てくだ
さい！自由観覧なので、直接
お集まりください。

日時：10/2（金）15:30～
場所：図書館2階視聴覚室
3階グループ学習室
この学内予選を勝ち抜くと関
東予選、更に全国大会があり
ます。昨年は経営学部の鈴木
さん(当時3年)が本学として初
めて全国大会(京都決戦)への

10月2日(金)
学内予選会

チ
ャ
ン
プ

全国大会関東予選
（詳細未定）

2.高麗祭ビブリオバトル
日時：11/1（日）12:00～
場所：図書館前特設ステージ
例年の高麗祭では学内予選の
勝者とゼミ代表が出場してい
ましたが、今年は各ゼミの代
表者だけが戦います。レベル

予選会

ゼミ代表戦

12月23日(水・祝)
全国大学ビブリオバトル
2015～首都決戦～

全国チャンプ

NEW

の高いバトルは必見です。
こちらも観覧自由なので、高
麗祭を楽しみながら、ステー
ジ前に集まってください。バ
トラーたちの熱のこもったプ
レゼンで、きっと読みたい一
冊が見つかります。

ビブリオバトルとは？
制限時間5分間でおすすめの本を紹介
しあう書評ゲームです。

10月・11月特別展示
城西大学は今
年で創立50周
年を迎えま
す。それを記
念して図書館
内で特別展示
を行います。大学と図書館の歩み
や時代背景がわかる資料、秘蔵の
図書館用品等の展示を予定してい
ます。
新しいプレゼントも企画中！
ご期待ください。

観客は一番読みたくなった本に投票し、
「チャンプ本」を決めます。投票できるの
は、試合を最後まで観戦した方のみです。

いいねｷｬﾝﾍﾟｰﾝ報告
図書館を利用する皆さんに「いいね」と思う図書館
活動に投票してもらいました。トップ3は!
第1位 平日21時まで土日も開館（111票） 今夏、最高来館者数
第2位 館内無線LAN対応（37票）

を更新しました！
（7/30 3,093名）

第3位 学生アドバイザーによる相談受付（23票）
第1位は圧倒的な票差で開館について! 試験期間2
週間前からは朝8時30分に開館しています。試験直
前には混み合う館内ですが、開館直後は比較的空い
ているのでお勧めです。今後もより良い図書館を目
指し、皆さんからの要望にお応えしていきます。

知って得する!図書館活用術
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NLM（米国国立医学図書館）が
提供する医学・生物科学分野
の文献データベース。医学分
野のシソーラスMeSHが使え、
もれの少ない検索が可能で
す。EBM文献を探せるメニュー
（Clinical Queries）な ど も
用意されています。

医学･薬学･栄養学文献を探すには

Scopus

学内専用

世界最大級の抄録・引用文献データ
ベースで、医学文献データベース
MEDLINEの情報を100%カバーしていま
す。被引用回数によるソート、著者分
析、ジャーナル評価分析などの機能も
搭載しています。
※登録によりリモートアクセス（学外
利用）も可能です。

検索結果一覧 ※Scopusの例

学内同時4名

文献情報詳細

掲載誌の電子ジャーナルを契約している場合、リンクリゾルバ（城西
大学Find Full Textと書かれたアイコン） より全文を閲覧できま
す。電子ジャーナル提供元のアイコンから、全文を閲覧できるものも
あります。
冊子のみ購読している場合には、リンクリゾルバをたどると所蔵情報
が出ます。また非購読資料ついては、同画面から学外文献複写依頼
（ILLサービス）の申し込みが可能です。
※PubMedは図書館HPから接続した場合にリゾルバアイコンが出ます。

電子ジャーナル提供元のアイコン例
（収録契約文献の全文が読めます）
Elsevier

医中誌Web

国内の医学関連定期刊行物の文献情報を検
索できます。履歴・絞り込み検索や、医学
用語シソーラスが使えます。シソーラス参
照画面（シソーラスブラウザ）では、各シ
ソーラス用語の詳細情報や対応するMeSH用
語も分かり、そこからPubMedを検索するこ
とも可能です。「My医中誌」登録すること
により、検索式保存や、メールアラート機
能なども使えます。

メディカルオンライン

Springer
Wiley：たとえば、EBM文献であるコクラン
レビュー（CDSR / Cochrane Database of Sys-tematic Reviews）掲載文献は、Wiley Online
Library上で全文閲覧できます。

Scopusには参考・引用文献情報が付
与されており、その書誌情報はリン
ク を た ど る だ け で 得 ら れ ま す。
Scopusが世界最大級の抄録・引用文
献情報データベースと言われるゆえ
ん で す。Scopus で は 被 引 用 数 で の
ソートが可能で、重要な文献をピッ
クアップすることができます。

いずれも図書館HPのクイックリンクから利用できます。
また、図書館では学習や研究の段階に合わせたガイダンスを行っています。
カウンターやメールでも質問にお答えしますので、お気軽に図書館へお問合せください。

Information
講習会開催します

学生選書開催します

卒業研究・実習のための

10/13～24の期
間、学生選書を開
催します。学習に
役立つ本を選べる
この企画、現在参
加者を募集中！
締め切りは10/10までです。詳細は図書館カ
ウンターまでお問合せください。

10/28開催

JDreamⅢ講習会

科学技術全分野に関する論文情報・化学物質名を検
索できるデータベースJDreamⅢと、医学関連分野の
雑誌文献を検索できるメディカルオンラインの講習
会を10/28に専門の講師による実習形式で行いま
す。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。

雑誌架を移動しました

落下防止装置がつきました

「3階の雑誌」と「教職雑誌」をすべ
て1階雑誌コーナーへ移動し、並べ
替えを行いました。
◆各分野別
（先頭に分野名の表示があります）
◆和雑誌 → タイトルあいうえお順
◆洋雑誌 → タイトルABC順

数学図書室(１号館４階)の書
架の入替え作業を行い、資料
の落下を防止する安全バーを
設置しました。

トイレ改修工事中
図書館のトイレが新
しくなります。館内の
一部において立入・
利用禁止、および騒
音が発生しておりま
す。ご迷惑をおかけ
しますが、ご了承くだ
さい。

なお、バックナンバーは今までと同じ場所にあります。
ご不明な点はカウンターまでお尋ねください。

期間：8/1～10/31

9～10月開館情報
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開館時間
□＝9：00～21：00
■＝9：00～19：00
■＝9：00～17：00
■＝休館日

7・8月の図書館彙報
■7/19･26、8/2･16･23のオープン
キャンパスで合計465名が図書館を
見学しました。キーワードラリーへの参
加は199名でした。
■7月：埼玉県立ふじみ野高等学校、
栃木県立小山城南高等学校、浦和実
業学園高等学校の生徒118名が図書
館を見学しました。
7/1 平成27年度地域相互協力図書
館館長及び主務者の集
いを開催しました。
7/9 創立50周年記念小林誠氏講演
会の開催に伴い、館内で関連展
示を行いました。
7/10 救急救命講習に参加しました。
7/25 地域アドバイザー会議を開催しま
した。

8/2 日高市立図書館ビブリオバトルに
本学学生3名がゲスト出場しまし
た。
8/7 教員免許更新講習会の一講義
が図書館で行われました。
8/17-21 薬学研究室向けのガイダンス
を実施し35名が参加しまし
た。
8/18-20 図書館等職員著作権実務
講習会に参加しました。
8/26 健康市民大学の授業時に地域アド
バイザーの募集について説明を行
いました。
8/27 私立大学図書館協会総会･研究
大会に参加しました。
8/28 防災訓練を行いました。
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