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図書館はあなたを待っています
語学教育センター

准教授

図書館選書委員

■
石川 正子

多くの小・中・高校生にとって

主的にスタディーグループを作り

みは「くまのプーさん」のオリジ

夏休みの終わりが近くなった8月

一緒に予習・復習、テスト勉強を

ナル（といっても素朴なぬいぐる

末、一つのツィートが話題になり

することが比較的普通に行われて

み）を見ることでした。作者A.A.

ました。「死ぬほどつらい子は学

いて、その集合場所はほぼいつも

ミルンが息子に送り、この作品が

校を休んで図書館へいらっしゃ

図書館でした。入口にあるカフェ

生まれるきっかけとなったと言わ

い」ご存知の方も多いと思います

でコーヒーやスナックを買って図

れるキャラクターが、プーはもち

がツィートの主はある図書館員の

書館の片隅やグループ学習室に移

ろんティガーやピグレットなど

方で、学校を休むことの是非につ

動し、大抵は1～2時間、時には図

ひっそりと飾られています。

いては賛否両論ありましたが、図

書館が閉まるまでみんなで勉強し

このように私にとって図書館は

書館は本を読むだけの場所ではな

たこともありました（ちなみに平

読書・勉強するための場所である

いという考え方には共感するもの

日の閉館時間は午後11時）。それ

だけでなく、ただいるだけでも楽

があります。というのも、小学校

までほどほどにしか勉強したこと

しい空間です。しばらく図書館に

から中学・高校・大学・大学院と

がなかった私には驚きの連続で、

行っていなかったという方、是非

図書館はいつも私の中で特別な心

いつも四苦八苦でしたが今となっ

足を運んでください！ちなみに私

地良い空間だったからです。ここ

ては懐かしい思い出です。

は城西大学の図書館も大好きで

ではその中でも特に思い出深いア

そして、2つ目はニューヨーク

メリカ留学中の２つの図書館につ

公共図書館です。これはブロード

いて書きたいと思います。

ウェーにも程近い42丁目にあり観

まず1つ目は大学院の図書館で

光ガイドブックにも紹介されてい

す。初 め て の 海 外 留 学 で の 戸 惑

ますが、私のアパートから近かっ

い、あまりの勉強量に呆然として

たこともあり、時々図書館隣にあ

しまうこともあった学生生活の大

る公園ブライアントパークと合わ

きな一部であった場所です。アメ

せて出かけました。非常に荘厳な

リカでは一般的なようですが図書

建物で、夏でもこの中はひんやり

館の入口にはカフェがあり、授業

独特な雰囲気があります。街の喧

の合間にそこで息抜きをするのは

騒が嘘のように静かな空間に浸っ

ささやかな楽しみでした。また、

ているだけでも幸せな気分になり

日本では経験したことが無かった

ましたし、もちろん読書も楽しみ

のですが、多くの授業で学生が自

ました。更にここでの密かな楽し

す。

創立50周年記念展示
企画展示

創立50周年記念講演会

水田記念図書館～今昔物語～

1965年に理学部、経済学部の各図書室として開設して
以来、学部増設に伴い各分野の資料を揃え、現在45万
冊余りの蔵書を持つ総合図書館となりました。その50
年の歩みを年表に表しました。また、学生の要望を受
けて貸出冊数を増やしていった当時の稟議書、ケイン
ズの初版本などの貴重書、図書館の道具など展示して
います。ぜひご覧ください。

オバマ政権の推進するTPPの真の狙いは何か

講師：

城西大学 経済学部教授

定員:先着80名

庄司 啓一 先生

※どなたでも参加OK

日 時： 11月25日（水）13:30～15:00
会 場：図書館9階
申込先：TEL（049-271-7736 ）
または直接カウンターへ
主催
坂戸市立図書館
飯能市立図書館

◎11月22日（日）締切

城西大学水田記念図書館
鶴ヶ島市立図書館 日高市立図書館
毛呂山町立図書館 越生町立図書館

地域アドバイザー紹介
10月7日(水)に地域アドバイザー会議を行いました。
5名が更新され、新たにお二人に加わっていただきま
した。
<新任より一言>
伏島さん このたびは、思いがけなく、しかもその役

地域アドバイザーとは…
図書館をよく利用される地域の方に、本の魅力、
読書の大切さをご紹介いただいたり、ご経験を生
かしたミニ講演会等で学生たちと交流していただ
いております。

割のなんたるかも知ることなく、僭越にも
担当させていただくことになりました。小
生にとりまして、可能と思われることは、
学生さんがあるテーマを追究しあるいは思
案する際、戸惑い、不安などに遭遇した場
合、何らかの、小生の体験を紹介させてい
ただくにすぎないと思います。

木村さん

学生たちの大学図書館での「学び」の姿を
見て、いつの時代も評判の悪い若者を応援
したくなりました。今後は、迷わず「知の
冒険者」となることをお奨めいたします。

学生アドバイザー通信

後列左から若生事務長、木村さん、馬場さん、市川さん、
伏島さん 前列左から丹羽さん、橋本館長、松本さん
(当日欠席：大串さん)

ライブラリーラウンジ開催

就活経験者の学生アドバイザーが、実際の体験を元に就活の一部を教えます。
第6回ライブラリーラウンジ

第7回ライブラリーラウンジ
人を惹き付ける
コミュニケーションの心理術

あなたのコミュニケーション能力って…

就活で活かせますか??
本番のインターンシップの前にその雰囲気を疑似体験し
てみませんか？まだインターンシップを経験されていな
い方、必見です!!

日

時

場

所

11月24日(火)4限（15:10～16:40）
6階グループ学習室B

第6回・第7回ともに

面接とはズバリ!あなたを売り込むプレゼンです。
面接だけでなく、日常でも使える心理術・メンタリ
ズムをご紹介します。

日
場

時
所

12月11日(金)4限（15:10～16:40）
２階視聴覚室

申込方法：図書館1階カウンターもしくは学生アドバイザー席にて受付

日経テレコン講習会
■日時：

2015年11月30日(月)
15:10 ～ 16:40

■場所：

清光会館303室

日経テレコンではじめよう

就職活動

全国の日経各紙50紙を収
録。確かな最新情報で、多
角的な業界研究が可能に。

専門講師の丁寧な説明を受けながら実際にデータ
ベースを操作して、日経テレコンと日経BP記事検
索の使い方をマスターしましょう。
初心者の方も気軽にご参加ください。

「地域企業」メニュー
から、地元の有力企
業を探せる。

経営情報まで見ら
れるので企業研究
に大活躍。

最新情報をいち早く入
手できるから、就活で
ライバルに差がつく！

検索できる記事本数は

100万社の企業情報と
30万人の人物情報で
面接の会話も弾む！

お申し込みは図書館1階カウンター、またはメール 1億本。だから社会動向
をもれなく収集できる。
(library1@josai.ac.jp)にて受付けています。

図書館・就職課共催

就活DVD上映会

■期間：11月23日(月)～11月26日(木)
■場所：図書館2階 視聴覚室

上映会ではインターンシップについてと、エント
リー前の準備に関するDVDを上映します。
就活中の上級生から、まず何をしたらいいか分から
ない1年生まで、お気軽にどうぞ！

■内容：就職課職員による就活アドバイス

手続き不要、入退室も自由です。

■時間：16：50～18：20

DVD上映（23･24日インターンシップ編）
（25･26日企業研究編）
図書館職員による業界･企業研究ツール紹介

※11月23と24日、25と26日のDVDは同内容です。
上映するDVDは図書館でいつでも視聴できます。

知って得する！図書館活用術 電子ブックを読んでみよう
皆さん、「メディカル・オンライン」をご存知ですか？医学系のデータベースで、国内学会・出版社発行の雑誌
1,000タイトル以上の中から医学や薬学、栄養学などあらゆる医学関連分野の雑誌文献および和図書が全文閲覧・ダ
ウンロードできたり、無料提供されている医療用医薬品情報や薬価情報等を見ることができます。
このサイトに今年の4月から電子書籍が新しく追加されました！ずばり「Medical Online E-Books Library」。
今回はその中身と使い方をご紹介します。
・現在約2000冊の医学・医療関連の電子書籍が提供されています。(収録書籍は随時更
新予定)
・キーワード検索、オプション検索、メディカルオンライン文献との同時検索など様々
な検索機能があるので多角的に調べられます。
・書籍内の全文検索も可能なので、知りたいことがすぐに見つけられます。
・各書籍には参考文献リストがリンクされていて、もっと他の文献を探したいときには
Pubmed、メディカルオンライン、各電子リソースへダイレクトに探しにいけます。
・学内ならどこからでも、同時アクセス無制限で、PCやスマホからも閲覧可能です。

◆閲覧方法(本の読み方)
<1>図書館HPの「データベース集」
にある「メディカルオンライン」
からサイトへアクセス

<2>上部タブから電子書籍を選択
し、その下の「購入済書籍で探す」

<3>タイトルで検索する場合は左に
ある「書籍検索」メニューにキー
ワードを入れて検索
※データベース集に利用ガイドあり

収録している主な出版社
ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ社102件
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社102件
全国学校給食会81件
母子保護事業団18件
日本助産師会15件
2015年10月現在

給食
香粧品・
医薬品・
あり
数
本、多
に関する

そのほかにもタイトル50音順、分野
別、出版社別で一覧を見ることがで
きます
詳細ページの「閲覧」をクリックす
ると読めます。

Information
鶴ヶ島図書館まつりに参加しました

学生選書2015 Part2を開催しました
10月13日(火)～24日(土)に開催した「学生選書2015
Part2」には総勢36名の参加があり、『世界で一番美し
い分子図鑑(セオドア･グレイ著/創元社)』『食品ロスの
経済学(小林富雄著/農林統計出版)』等、54冊の図
書が選ばれました。11月に図書館1階にて本人のコメ
ントを付けて展示します。貸出もできますので是非手に
取ってみてください。

9月26、27日(土日)に鶴ヶ島市立中央図書館にて
開催された第28回図書館まつりに参加しました。本
学からは「世界を魅了した日本の版画」をテーマに、
海外で出版された日本の浮世絵に関する資料を展
示し、地域の方々と交流を深めました。

トイレが全面リニューアル!
改修工事が全て完了しました。
図書館全フロアで、きれいに生
まれ変わったトイレが使えるよう
になりました。
工事期間中はご不便をおかけ
しました。

9・10月の図書館彙報
9/2

日本医学図書館協会（JMLA）/日本薬学協議会（JPLA）のコンソーシアム説明会に参加しました。

9/10-11

大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の平成27年度版元提案説明会に参加しました。

9/25-26

鶴ヶ島市図書館まつりに参加しました。

10/2

知的書評合戦全国大学ビブリオバトル全国大会予選会を開催しました。発表者を含め延べ92名が参加しました。

10/7

地域アドバイザー会議を開催しました。

10/11

オープンキャンパスで55名が図書館を見学しました。キーワードラリーの参加者は15名でした。

10/13-24

学生選書2015 Part2を開催し、36名が参加し計54冊の学術書が選ばれました。

10/14・22

埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）のOpen Library Weeksで、淑徳大学みずほ台図書館の展示に関する研修と、
聖学院大学の研究室訪問に関する研修に参加しました。

10/25

全国大学ビブリオバトル関東地区決戦に本学現代政策学部3年春田さんと現代政策学部2年田尻さんが出場しました。

10/28

卒業研究・実習のためのJDreamⅢ講習会を開催し、110名の参加がありました。

高校生見学 埼玉県立庄和高等学校14名（10/8）、埼玉県立川越工業高等学校PTA24名（10/13）、埼玉県立吹上秋桜高等学校20
名・私立前橋育英高等学校42名（10/15）、茨城県立取手第二高等学校33名（10/21）、埼玉県立狭山青陵高等学校9名
（10/23）、埼玉県立上尾鷹の台高等学校35名（10/27）、埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校6名（10/27）
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開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00
■＝9：00～17：00 ■＝休館日

発行：城西大学水田記念図書館
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL ：049-271-7736
FAX ：049-286-8126
mail：library1＠josai.ac.jp
URL:http://libopac.josai.ac.jp
TwitterID ＠lib_josai
図書館ツイッターの
ＱＲコードはこちら→

