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 早いもので、気付けば卒業まで残

すところあと1ヶ月余りとなった。

私は広島県出身で、大学進学のため

上京して4年間をここで過ごした。

慣れない土地での生活に戸惑うこと

も多々あったが、卒業後は地元に戻

り、銀行へ勤める予定だ。 

 私たち学生アドバイザーは、ブ

ルーのパーカーを着て、図書館を拠

点に学生への学習支援を行ってい

る。主に利用案内、レポート・課題

相談やパソコンの操作方法につい

て、日々カウンター脇で相談を受け

ている。 

 この1年間について言えば、大き

な2つのイベントの企画・運営を務

めた。 

 1つ目は計5回にわたり開催した

「ライブラリーラウンジ」である。

学部の垣根を越えて交流できる場、

学生のためになる活動として開か

れ、アメリカ文化、就活、数学、コ

ミュニケーション、心理学をテーマ

とした。参加した学生からは、「他

学部の人と交流することができてよ

かった」「考え方を変えるのが大事

だと感じた」「講義形式ではなく、

ゲームを通して皆とディスカッショ

ンできて楽しかった」といった声が

届いた。参加したほとんどの方に満

足してもらえ、私たちも回を重ねる

ごとに新たな視野を持つことがで

き、達成感を味わえた。 

 2つ目は大きなイベントとして、

「ビブリオバトル」を年に2回学内

で開催したことである。ビブリオバ

トルとは、5分間で自分のおすすめ

の本をプレゼンし合い、一番読みた

くなった本を投票で決定する書評

ゲームだ。バトラーの発表が昨年よ

りもレベルアップしてきているよう

に感じ、それぞれの個性・工夫がわ

ずか5分の中で楽しめた。 

 アドバイザー自ら企画し、準備、

広報そして会の進行をしていくこと

でアドバイザーの連携を図ることが

できた。このように授業だけでは関

わることのない仲間とグループと

なって1つのことに真剣に取り組む

ことは、社会に出ても非常に大切な

経験になると感じている。 

 この2年間の活動を通して、質問

にどう答えるか、いかに相手に伝わ

りやすく、相手に合わせた説明で教

えていくかを考えさせられた。日々

受ける相談から多くを学ぶことがで

きてとても為になった。また、「あ

りがとうございました！無事に終わ

りました」と言ってくれた時には、

人に感謝してもらえることがいかに

嬉しく幸せなことかを実感した。私

は、社会人として働いていく上でも

ここで得たことを少しでも生かして

いけたらと思う。 

 在学生の皆さん。限られた時間を

有意義に過ごしてください。ぜひア

ドバイザー制度を利用し、図書館イ

ベントにも参加してみてください。

来年度からの新メンバーがより良い

活動を目指して精一杯努めていって

くれることでしょう。全力で皆さん

の力になってくれるはずです。2年

間本当にどうもありがとうございま

した。 

学生アドバイザー(リーダー) 経営学部4年 田口成美 

■    アドバイザーとしての2年間    ■ 
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2016年2月 

2月開館情報  

・春の長期貸出期間(1月20日（水）～3月24日（木）) 

大学1-3年生、短大1年生の図書の返却期限は4月8日(金)です。 

☆春休み中も平日は21時まで開館しています。 
 

・卒業年次生・別科生・科目等履修生の図書返却期限日は 

 2月10日(水)です。返却は郵送でも受け付けています。 

知って得する!図書館活用術 
経済学・経営学・ビジネス分野の学術誌フルテキスト・データベース 

Business Source Premier（ビジネスソースプレミア）を紹介します。 

経済学、経営学、金融、国際ビジネス関連の論文記事やその他の出版物を多数収録した全文データベース 

2016年1月の図書館彙報 

1/22 坂戸市立図書館協議会に参加しました。 

1/26 高校生見学 群馬県立中之条高等学校81名 
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好評のうちに終了した「本の福袋」、第二弾を開催中です。テーマは「バレンタイン」!? いった

いどんな本が入っているのかは借りてからのお楽しみ。ひと味違うバレンタインが味わえるか

も。数量限定! なくなり次第終了ですので、お早目にどうぞ。 

お待たせしました！本の福袋 

Information 

2016年4月より第一法規法情報総合データベースD1-Law.comの連携サービス「有斐閣

Vpass」は契約変更により利用できなくなります。「ジュリスト」や「判例百選」などの誌面PDF

は閲覧できなくなりますが、冊子を所蔵していますのでご利用ください。 

法情報総合データベースD1-Law.comに変更があります 

利用するには？ 
図書館HPのクイックリンク「EBSCOhost」から ☑Business Source Premier を選択し、「続行」をクリック。 

または、「データベース集」の「Business Source Premier」を選択します。 
※リモートアクセスにより学外利用も可能です（詳しくは図書館までお問い合わせください）。 

PDF 全文画面 

 収録雑誌タイトル数（全文） 収録期間（全文） 収録雑誌タイトル数（抄録） 収録期間（抄録） 更新頻度 

Business Source Premier 
2,300誌以上 

※うち査読誌1,100誌以上 
1886年～現在 5,100誌以上 1821年～現在 毎日 

検索結果 

① 

② 
③ 

④ 

検索結果一覧 シソーラスを使うと、検索がもっと便利に！ 
 収録文献には内容に関するキーワードが付与されています。 

付与された用語は「シソーラス」機能で検索可能です。 

 例えば「TPP」を検索する場合、まずシソーラスでTPPを検索します（下記画

面）。 

  「TRANS-Pacific Partnership」という用語が結果として得られますので、こ

の用語で文献を検索することにより、効率的に資料収集ができます。 

※19,000語以上の専門シソーラスが使えます。 
キーワードを入力して検索 

 

① 画像(Image Quick View) 

 論文・記事の中に含まれる画像が一覧で表示されます。 

② 引用文献 

 引用文献情報を確認することができます。 

③ このデータベースで利用された回数 

 この論文を利用して書かれた論文･記事にリンクされています。 

④ PDF 全文 

 PDFのアイコンがあるものは全文閲覧することができます。 

表示している論文情報について 

「印刷」「電子メール」「フォルダに追加」「引用」

「エクスポート」などができます。 

主な全文収録 

雑誌タイトル 
『The Economic Journal』、『Fortune』、『Foreign Affairs』、『Harvard Business Review』 など。 

主な収録分野 

アカウンティグ、税金、地域学、金融、建築学、デザイン、経営史、コンピュータ・サイエンス、電子工学、エネルギー資源、経済

学、一般事業、医学関連ビジネス、観光ビジネス、労務管理、人材育成、生産、産業、法律、経営情報システム、 

経営学、業務・生産管理、経営心理学、行政学、セールス＆マーケティング、不動産、運輸と流通 など。 

① 

② 
③ ④ 



学習の相談にお答えします 

1階と3階にあるアドバイザー席で

は、さまざまな相談を受け付けて

います。パソコンの使い方・レ

ポートの書き方など、学生目線で

親身になって答えます。 

「しおりさん」やっています 

「しおりさん」は、自分のオスス

メの本を栞として図書館に訪れる

人に紹介できる企画です。記入用

紙に必要事項を書いて提出する

と、オリジナルの栞が出来上がり

ます。 

知的書評合戦ビブリオバトル 

10月に「ビブリオバトル全国大会

予選会」の運営に携わり、11月に

「ビブリオバトルin高麗祭」を主

催。今年度、高麗祭のステージで

はゼミ代表戦を開催しました。 

学生アドバイザーのお仕事・取組みを紹介します 

ライブラリーラウンジ 

昨年度から始まったライブラリーラウンジの、司会進行を担当してい

ます。今年度は計5回のライブラリーラウンジを開催し、そのうちの2

回は学生アドバイザー主催で行いました。ワークショップを通してイ

ンターンシップ対策・面接対策ができる内容で、実際の就職活動の経

験談も好評でした。 

学生アドバイザー掲示板 

カウンター前の掲示板の1つに専用

掲示板があり、ライブラリーラウン

ジの報告や学生アドバイザーおすす

め本を掲示しています。しおりさん

もここから応募できます。 

 人を惹きつける 

コミュニケーションの心理術 

    教えます! 

第6回 講師：星野 誉志紀 第7回 講師：嘉藤 敏生 

 
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?? 

 昨年度から２年間活動をさせていただ

き、沢山の発見がありました。11月に開

催した第６回ライブラリーラウンジは特

に印象的でした。内容作成から当日の進

行まで行うことは非常に大変でしたが、

それを支えてくれる方々がいたからこそ

成功したのだと思います。 

 当たり前のことかもしれませんが、そ

の当たり前のことを頭ではなく気持ちで

強く実感しました。図書館員の方々や応

援してくださった学生の方々にはとても

感謝しています。ありがとうございまし

た。 

経営学部4年 

星野 誉志紀 
（Yoshiki Hoshino) 

 今年度は、ビブリオバトルやライブラ

リーラウンジなどアドバイザー独自のイ

ベントを盛んに運営できたことで、私た

ちの活動をより多くの方に知っていただ

けた年になったと思います。私自身も、

アドバイザーの仲間たちや図書館員の

方々と協力して利用者の力になれた経験

は大きな財産となりました。今後も、図

書館を利用する学生に頼っていただける

よう努めていきたいと思います。 

大学院薬学研究科1年 

田中 寛奈 
（Kanna Tanaka) 

 今年度は、ライブラリーラウンジや高麗

祭ビブリオバトルなど、学生アドバイザー

の活動を通じて普段は関わることのない

方々と交流することで、多くの経験をさせ

ていただきました。また、多くの人と繋が

ることの大切さを改めて感じられた1年でし

た。 

 初めてのことにチャレンジする勇気を忘

れずに、これからの学生生活を頑張ってい

こうと思います。 

現代政策学部3年 

春田 秀之 
（Hideyuki Haruta) 

 今年で2年目となるアドバイザーでした。

普段の業務では昨年の反省を生かし、挨拶

や笑顔での利用者への対応を心掛けまし

た。イベントのビラ配りでは、話しかけて

くださる方もいて、私自身非常に楽しく活

動を行えました。 

 また、アドバイザー席にあるスケッチ

ブックを毎日描き、アドバイザーとイベン

トの広報活動に努めました。こちらは初め

てとなる試みでしたが、絵を見て声をかけ

てくださる方もいて励みとなりました！ 

卒業まで可能な限り描いているので今後と

も是非ご覧ください。 

経営学部4年 

北裏 裕志 
（Yuji Kitaura) 

 今年度の5月からアドバイザーとして活

動させていただきました。初めはこういっ

た活動が未経験だったこともあり、戸惑う

ことや不慣れなこともありました。しか

し、同じアドバイザーの仲間たちや、図書

館員の方々に助けてもらいながら、業務の

方もなんとか滞りなく行えたと思います。 

 また、12月には心理学をテーマに第7回

ライブラリーラウンジも開かせていただ

き、今までにない貴重な経験ができたと

思っています。 

経済学部4年 

嘉藤 敏生 
（Toshiki Kato) 

 今年度のアドバイザー活動を振り返る

と、浸透と改善に努めた1年だったと思い

ます。 

 昨年度から開始したライブラリーラウ

ンジは、より積極的に開催することがで

きました。また、アドバイザーの情報共

有や対応改善のための仕組み作りにも取

り組むことができました。こうした自分

たちで問題を発見し改善するための施策

を考え行動することは、私にとって普段

経験することのない新鮮で貴重な体験で

した。 

 2年間アドバイザーを務めさせていただ

き、ありがとうございました。 

大学院経営学研究科2年 

大倉 優太 
（Yuta Okura) 

 2年間アドバイザーとして活動してきま

した。本年度は、この2年間で一番多くの

経験をさせていただきました。その経験を

少しでもアドバイザーに生かそうと努力し

てきましたが、もっとできたと感じていま

す。 

 至らぬ点は、来年度の方々に役立つよう

に引き継ぎたいと思います！ 

 2年間、様々な経験をさせていただき、

ありがとうございます！今後ともアドバイ

ザーを宜しくお願いいたします。 

大学院経営学研究科2年 

小嶋 識喜 
（Noriki Ojima) 

 学生アドバイザーとしての活動を振り返

ると、イベントや相談を通じて、相手に教

えることだけではなく自分自身も成長でき

たと思います。 

 アドバイザー席から挨拶をすると、返事

が返ってくるようになったのも、うれしい

思い出でした。 

 今年度はあまりアドバイザーとしては参

加できませんでしたが、貴重な経験ができ

たと思っています。 

 2年間ありがとうございました。 

現代政策学部4年 

吉田 友里恵 
（Yurie Yoshida) 

ここまでを読んで学生アドバイザー制度に興味をもったそこのあなた！ 

私たちと一緒に活動してみませんか？ 

学生アドバイザーは研究科長・学部長の推薦を受け、図書館長の委嘱を受けた3年生以上の学生が

活動しています。責任があり、とてもやりがいのある活動です。 

学生アドバイザーになってみたい、という方は一度図書館カウンターまでご相談ください。 

「学生が学生に相談で

きる制度」として発足

した学生アドバイザー

制度も今年で4期目。 

1年の締めくくりとし

て、アドバイザーの皆

さんから一言コメント

を頂きました。 


