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新入生の皆さま、御入学おめ

でとうございます。昨年度は城

西大学の開学50周年の年でし

た。2016年度は新たな50周年、

すなわち100周年への第一歩と

なる記念すべき年です。城西大

学水田記念図書館は、開設以来

図書館としての質、量の充実に

努め、現在では46万冊に及ぶ膨

大な図書や雑誌が所蔵されてい

ます。紙ベースの図書や雑誌だ

けではなく、開設時にはなかっ

たインターネットで利用できる

電子ジャーナル、電子ブック、

専門的な情報を検索できるデー

タベースもあります。新たな50

年後の水田記念図書館はどのよ

うに変わっているのでしょう

か。なにかしらワクワクしてき

ますね。 

林芙美子の「放浪記」*を

知っていますか。森光子の「放

浪記」の舞台で、林芙美子を

知っている人も多いと思いま

す。舞台公演2000回で有名です

ね。私も新橋演舞場で30年ほど

前に(皆さんはまだ生まれてい

ませんね)見ました。この舞台

の原作が林芙美子の「放浪記」

です。最近では、仲間由紀恵が

昨年「放浪記」で林芙美子を演

じています。 

「放浪記」の第２部に載ってい

る「海が見えた。海が見える。

５年振りに見る、尾道の海はな

つかしい。汽車が尾道の海へさ

しかかると、すすけた小さい町

の屋根が提灯のように拡がって

来る。・・・・ 私は涙があふ

れていた。」は、尾道市の名所

の石碑にも刻まれています。こ

の、ちょうど汽車が海へさしか

かるあたりに、今は住む人のい

ない私の実家があります。 

2014年の6月、尾道の私の実

家で亡き父親(山嵜一)の遺品を

整理中に林芙美子、井伏鱒二の

書簡類を見つけました。パリの

林芙美子から井伏鱒二に宛て

た、林芙美子の写真に本人のサ

イン入りの絵葉書や、尾道高等

女学校時代の恩師である今井篤

三郎へ宛てた長春(中国)の絵葉

書、また井伏鱒二から今井篤三

郎に宛てた封書などです。井伏

鱒二は、昔の国語教科書で学ん

だ「山椒魚」*の作者として有

名です。 

今井篤三郎は、尾道高等女学

校の国語教師で、井伏鱒二とも

交流がありました。同じ女学校

の数学教師であった山嵜一は、

今井篤三郎が1945年に退任する

までの5年の在任期間が重なっ

ており、林芙美子や井伏鱒二の

書簡類を譲り受けたものと思わ

れます。その書簡類が城西大学

に寄贈され、図書館の隅で現在

眠っています。 

「放浪記」には、風呂敷包ひと

つで、明日の食べ物もままなら

ない木賃宿生活でも、前向きに

生きていく林芙美子のひたむき

な姿が描かれています。その姿

が、時代を超え、年代を超えて

共感を得ているようです。 

「放浪記」に限らず、本で読

み、知識を得ると、自由に想像

の宇宙が広がり、舞台、映画や

テレビとは違った感慨が得られ

ます。また作中主人公との同化

体験をすることもできます。現

代の若い人達では、放浪記とい

うと見知らぬ外国での放浪記に

なるのでしょうか。本を通して

海外に視野を広げることも可能

で、専門的な知識だけでなく、

幅広い教養も自然と身に付きま

す。本は無限の感化力をもった

宝物です。 

水田記念図書館は多くの蔵書

を擁し、皆さんにとってまさに

宝庫といえます。この宝物が一

杯詰まった図書館を、日常的に

利用し、できるだけ多くの本を

読んで活用していただきたいと

思います。私たち館員もさらに

図書館を充実させ、利用しやす

い環境整備を行いたいと考えて

います。 
 

*図書館に所蔵があります。 
 

･「放浪記」林芙美子 

 (913.6//H48)岩波文庫 

･「山椒魚･遙拝隊長:他七篇」 

井伏鱒二 

 (913.6//I12)岩波文庫 など。 

3/2     大学図書館コンソーシアム連合総会に参加しました。 

3/10     平成27年度第2回図書館合同(第3回運営・第2回選書)委員会、JURA運営委員会を行いました。 

3/11       薬学部向け／化学科向けSciFinder講習会を開催し、薬学部向けに46名、化学科向けに79名が参加しました。 

3/14    日本薬学図書館協議会(JPLA)の中堅職員研修会に参加しました。 

3/17    群馬県立伊勢崎工業高等学校より50名が来館し、図書館を見学しました。 

3/23    埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)の幹事会に参加しました。 

3/27    オープンキャンパスを開催し、58名の見学者が来館しました。キーワードラリーの参加者は26名でした。 
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開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00 

      ■＝9：00～17：00 ■＝休館日です 

 

学生選書は図書館で利用したい本を手に取って選べるイベントです。   
図書館に特設した約500冊の本棚から自由に選書できます。 

【日時 / 場所】4月11日(月) ～ 23日(土) / 図書館1階事務室内 

【申 込 み 先】図書館1階カウンター  

                 またはlibrary1＠josai.ac.jpへ。 

「これから充実したキャンパスライフを送るぞー！」 

「でも、どんな勉強をすればいいの・・・？」 

そんな期待や不安を抱える皆さんへ、新生活のヒントに 

なる本を紹介します。知識の宝庫である図書館を活用 

して充実した大学生活をスタートさせてください。 

図書館を探検しながらキーワードラリーに参加してみません
か。館内にあるキーワードを集めると、なんと図書館特製の
しおりが貰えます！ 

  同時開催の「キーワードラリー」にもチャレンジしよう！ 

今月の図書館イベント 

 

今月の展示コーナー Let’s Start Campus LifeLet’s Start Campus LifeLet’s Start Campus Life   

New student life with New booksNew student life with New booksNew student life with New books   
学生選書 part1 
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水田記念図書館 館長 橋本フミ惠 
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 図書 雑誌 AV資料 

1～3年生 2週間   

卒業年次生 90日 1週間 2週間 

薬学4～6年 

大学院生 
90日 

  

7・8階を除き、１階から９階まで
は、すべて図書館のフロアになって
います。800席以上の閲覧席がある
ので、いつでも集中して学習や読書
ができます。 

館内には、64台のPCがあり、
レポート作成、データベース
の検索、電子ジャーナルの閲
覧など、自由に利用すること
ができます。ノートPC 33台
と、iPad 6台もカウンターで
貸出しています。 

3階と6階にグループ学習室が
あり、全室に自由に使えるPCや
ホワイトボードがあります。６
階B室では、スクリーンに投影
した画像に書き込み・保存がで
きる電子黒板も利用できます。 

図書以外の資料もあります 

雑誌    約2,000タイトル  

電子ブック／電子ジャーナル 

新聞／雑誌記事データベース 

 

蔵書数は図書46万冊 

各分野の専門書に加えて、シラバス

掲載の参考資料も充実しているので

レポート作成に活用できます。 

利用者用PC グループ学習室 

広々とした閲覧席 

１階ブラウジングコーナー＆AV視聴室 

勉強の息抜きには、新聞、ファ
ッション誌・スポーツ誌などが
読めるブラウジングコーナーが
おすすめです。 
映画から語学教材まで幅広い視
聴覚資料を楽しめるAV視聴室も
利用できます。 

雑誌タイトル(一例) 
 

『Men’s nonno』 

『Ray』『Sweet』 

『陸上競技マガジン』 

『サッカーダイジェスト』 

その他、各種新聞・雑誌を取

り揃えています。 

開館時間 

平日 9:00～21:00 
※試験期間中･････8:30～21:00 
※夏期休業期間･･･9:00～19:00 

土曜 9:00～19:00 

日曜 9:00～17:00 

貸出期間 

レポート・課題で悩んだとき… 
自分で情報・資料を 

探せるようになりたい 

授業の中で行われる図書館ガイダンス

や、定期的に図書館で開催するデータ

ベース講習会では、レベルに応じた情

報・資料の検索方法を詳しく解説しま

す。気軽に参加してください。 

学習のことで困ったら、図書館員

に相談しよう。「探している本が

見つからない」「どんな本を読め

ばよいのかわからない」など、皆

さんの悩みをサポートします。 

図書館のプロに聞いてみよう 
図書館1階カウンター 
 

先輩に聞いてみよう 
学生アドバイザー制度 

学生アドバイザーは、「学生が学生に相談できる」制度です。 教員

の推薦を受けた学生・大学院生が、図書館長より委嘱を受けて、図

書館カウンター脇相談席に常駐しています。 

学生アドバイザーは、これまでの大学生活で得た知識と経験を基

に、頼れる先輩として皆さんをサ

ポートします。 

レポート作成の相談やPCの使い

方、大学での学習でわからないこ

とがあれば、気軽に相談して下さ

い。メールでも質問を受け付けて

います。専用ページ、ツイッター

もあります。詳しくは図書館ホー

ムページをご覧ください。 

 学生アドバイザーは、青いパーカーが 

 目印。気軽に相談してみよう。 

メールは、libadvis＠josai.ac.jpまで   

図書館イベントに参加しよう 
大学生活を豊かに彩るイベント 

開催情報はその都度、HP、Twitterでお知らせします。 

■ 知的書評合戦ビブリオバトル 

おすすめの本を持ち寄って5分間でプレゼン

する知的バトル。図書館では毎年、全国大

会の予選を行い、白熱の戦いが繰り広げら

れています。昨年は予選会とは別に、高麗

祭のステージでゼミ対抗戦も行いました。 

■ 就活DVD上映会 

就職課と共催のDVD上映会。就活に役立つ

図書館所蔵のDVDを、就職課職員のアドバ

イス付きで視聴できます。 

新年度初回は4月20日(水)～27日(水)に 

2階視聴覚室にて開催します。 

上映したDVDタイトル 
 

『就職活動のすべて』 
『日経ビデオ就活シリーズ』 

(日本経済新聞出版社) 
 

『働くということ』 
(NHKエンタープライズ) 

 

『就勝講座』 
(就職エージェント九州) 

などのDVDを上映しています 

■ ライブラリーラウンジ 

気軽にふらりと参加して、教員や学生アド

バイザー、地域アドバイザーと楽しくトー

ク。普段の講義とは一味違う内容を、講師

と交流を深めながら、学ぶことができま

す。 

図書だけじゃない！ 
大学図書館を活用しよう 

図書館とはこんな所です 

例えば 
例えば 

※一部貸出できない資料もあります。 


