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城西大学水田記念図書館報 

 図書館というものがあると

いうことを初めて知ったの

は、小学生の時だった。とに

かく、偉人の伝記ばかり読ん

でいた。まだ人間を判断する

基準がわからなくて、自分に

出来ないことをやり遂げた人

物のことなら何でも興味が

あった。それこそエジソンで

も、フランクリンでも、リン

カーンでも、一休さんでも誰

でもよかった。 

 高校は早稲田大学高等学院

で、通称「学院」の生徒は成

績さえ平均以上であれば全員

が無試験で早稲田の理工学部

か経済学部に進学することが

出来た。わたしも、応用物理

に進みたくて学院に入った。

しかし、なぜか卒業時には文

学部フランス文学科に進学し

ていた。図書館のせいにする

わけではないが、事実上、そ

う言っていいかと思う。 

 高等学院の図書館は天井が

高く、机は六人掛けだった

が、いつも閑散としていて、

大きな机を一人で使うことが

出来た。決定的だったのは、

そこで初めて読んだ「文芸」

という雑誌だった。そこに

は、吉田健一の『文学の楽し

み』*が連載されていた。吉田

健一の本は、すでに家の近く

の神保町の古本屋で買って数

冊持っていた。しかし「文

芸」に掲載された原稿は二段

組みの小さな活字で読みにく

かったが、なぜかこれまでに

なくおもしろかった。図書館

の棚に新しい号が出ると、飛

びつくようにして読んだ。 

高校にしては蔵書が充実して

いて、歴史学者の津田左右吉

とか哲学者の西田幾多郎の全

集、鴎外や漱石は勿論のこ

と、小林秀雄や石川淳、戦時

中の筑摩のヴァレリイ全集ま

で揃っていた。読み出して

ちょっとでも興味があれば、

すべて読んだ。 

 しかし「文芸」に連載中の

吉田健一の原稿は、とりわけ

印象が強烈だった。今から思

えば、その文章が「自分の呼

吸と合っていた」ということ

になる。数多くの文章の中か

らこういう「発見」をするの

は、手当たり次第に本や雑誌

が読める図書館でなければあ

り得ないことだった。つまり

図書館が、わたしの人生を決

定したと言っていい。 

数年前に新潮社から『ケンブ

リッジ帰りの文士 吉田健

一』を出したのも、さかのぼ

れば学院の図書館のお蔭だっ

た。その後大学を卒業して新

聞社に入り、念願の吉田健一

にインタビューした。そして

吉田さんを通じてドナルド・

キーンと友人になり、『明治

天皇』に始まるキーンさんの

晩年の評伝をすべて翻訳する

ことになった。すべてが学院

の図書館から始まったこと

で、わたしにとって図書館と

はそういうところだった。 

 

■           濫読のすすめ            ■ 

短期大学 准教授 図書館選書委員 角地 幸男 

＊文中で紹介された 

『文学の楽しみ』吉田健一著は 

『日本文学全集20 吉田健一』(918//

N77//20)に収録されています。 

 

ほか、先生が翻訳に携わられた図書と

して 

『日本文学史 / ドナルド・キーン著．

近代・現代篇1～8』（910.2//Ke18） 

『日本文学の歴史 / ドナルド・キーン

著．1～18』（910.2//Ke18） 

を所蔵しています。 



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 

ツイッター：＠lib_advis 

図書館では、利用者の安全のための地震対策をしています 

4月14日夜、熊本地方を震源地とするマグニチュード（M）6.5の地震が起

き、16日未明にはM7.3の本震が発生しました。相次ぐ余震の影響で、九州

各地に大きな被害をもたらしたことは、皆さんご承知のとおりです。 

図書館には地震や防災に関する図書も数多くあり、新刊も購入しています。

普段から防災の意識を高めて、いざというときに役立ててください。 

地震や防災に関連する分野の 

棚番号（日本十進分類 NDC） 

369．3 防災、災害、災害救助 

369．31 震災 

453 地震学 

455 地質学 

519.9 防災科学、防災工学 

学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 

こんにちは、春田秀之です。図書館の利用方法や

レポート、本の探し方など、どんな質問でも気軽に

話しかけてみてください。リーダーとしても全力で取り

組みます。よろしくお願いいたします。 

こんにちは、3年生の前田のぞみです。 

今年度から学生アドバイザーとして活動させていただ

きます。 

みなさんの心に寄りそえるように頑張ってサポートし

ていきますので、どうぞよろしくお願いします。 

春田  秀之
はるた  ひでゆき

 
（現代政策学部4年） 

得意分野/社会福祉 
前田 
まえだ 

のぞみ 
（現代政策学部3年）  

得意分野/地域活性 

はじめまして、経済学部4年の木村です。 

みなさんの悩みの解決につながるお手伝いができ

れば嬉しいです。1年間よろしくお願いします。 

こんにちは、今年度からアドバイザーとして活動させ

て頂きます大澤翔です。 

できる限り皆さんをサポートできるように頑張りたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

木村 朋彦
きむら ともひこ

 
（経済学部4年）  

得意分野/ソーシャルマネジメ

ント 
大 澤   翔
おおさわ  しょう

 
（経営学部3年）  

得意分野/国内旅行業務、       

       基本簿記 

大学院で経済政策を専攻していますが、大学では

情報科学を専攻し卒業しました。プログラミングや

PC関連のことでしたらぜひお気軽に声をかけてくだ

さい。1年間よろしくお願いします！ 

学部生のときに経営学を学び、今は経済学の研究

をしています。留学生として、皆さんの質問に答えな

がら、日本文化も勉強できるよう頑張ります。よろしく

お願いいたします。 

陶  羽
すえ  は

 
（大学院経済学研究科2年）  

得意分野/情報科学、 

       プログラミング 
裴  貴杰
ぺい ぐいじぇ

 
（大学院経済学研究科2年）  

得意分野/経済学、経営学、 

        人的資源管理 

アドバイザーはこのロゴが目印です！ 

4月28日に委嘱式を行い、 

橋本フミ惠図書館長より 

一人一人に 

委嘱状が 

渡されました。 

早速、活動開始して 

います。気軽に声を 

かけてください！ 

緊急時の避難場所 

総合グラウンド 

図書館（耐震工事実施済み） 

図書館の地震対策（一例） 

 

落下防止バー 
通常時 

（バーを上げて落下を防ぐ） 

資料利用時 

（バーを下げる） 

滑り止めテープ 
（実際は透明です） 

頼りになって 

親切な先輩♪ 



日経テレコンは 

5月に利用講習会を 

行います(詳細は裏面へ) 

 

 

2階語学資料コーナー －レベルに合わせた図書があります－ 

『Penguin Readers』 

自分の英語レベルに合ったテキストを選べるシリーズです。映画や、 

有名文豪作品、偉人の伝記など親しみやすい内容で学習できます。 

 

『Screenplay』 

名作映画の英語セリフがすべて分かるシリーズです。日本語の対訳

と、充実したポイント文法解説つきで、リスニングＣＤもあります。 

 

2階には基本的な文法書のほか、旅行に使える英会話、時事問題を簡単な文法で読める 

教材、留学先や留学生とのコミュニケーションに役立つもの、学会で使える英語など、 

シチュエーションに合わせたテキストも豊富です。 

 

 

 

海外の新聞 －新聞記事は短い文章で、生の外国語を読める資料です－ 

1階ブラウジングコーナーで読める海外紙 

 英  語： International New York Times、Japan Times、T・L・S（Times Literary Supplement） 

 中国語： 人民日報    韓国語： 東亜日報   フランス語： Le Monde 

パソコンで新聞が読める「日経テレコン」では、日経各紙主要記事の英訳を収録しています。 

 

 

外国書・外国雑誌 －学術的なものにも触れてみよう－ 

所蔵図書 約46万冊のうち、約18万冊は外国書です。 

在学中に、ちょっとずつチャレンジしてみませんか。 

図書のほか、世界中で読まれる最新記事・論文の載った、 

雑誌・学術誌も数多く所蔵しています。 

 

各種DVD －聞き取りにも挑戦－ 

映画DVDも、外国語音声に切り替えれば、あっという間に 

立派な語学教材になります。 

海外製作のドキュメンタリー番組『Discovery Channel』、

『National Geographic』シリーズも、歴史や 

現代社会、科学、産業といった様々な分野の内容が楽しめ、おすすめです。 

 

 

1階資格試験コーナー －まずは受けてみよう－ 

図書館には英語、その他の語学の試験問題を、皆さんの参考となるよう所蔵しています。目標を立てて学

習することは、モチベーションを高めることにもつながり、効果的です。 

 

 

 

５月からでも、まだまだ遅くありません。新年度の目標の一つに、図書館資料を
活用した語学力アップを加えて、今日からさっそく実行してみましょう 

知って得する!図書館活用術 
豊富な図書館の資料を使って 

春から外国語の学習をはじめてみませんか 

棚番号（背ラベルにも記載）で 

どの言語か分かります 

820 中国語 860 スペイン語 

830 英語 870 イタリア語 

840 ドイツ語 880 ロシア語 

850 フランス語 890 その他 

石川正子先生 

 （語学教育センター）からの アドバイス 
 

 

図書館にはパソコンで読める 

海外書籍・論文もたくさんあります。 

ぜひ活用してください。 

TOEIC®等の試験も、 

自分の力を知るためにも 

まずは受けてみましょう。 

（積層書庫）・（雑誌最近分：1階、バックナンバー：積層書庫） 

（1階AV資料コーナー） 



Information 

4月の図書館彙報 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

2016年5月の開館カレンダー 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→  

開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00  

     ■＝9：00～17：00 ■＝休館日です 

教員から「学生に読んでもらいたい本」として推薦いただいた図書を1階で

紹介しています。この図書一覧を載せた小冊子ができました。 

まずは1冊手に取って借りてみてください。  

図書を通じた教員との交流を、ぜひ楽しんでください。 

教員おすすめ図書の小冊子を配布しています 

学生が選んだ図書が蔵書に加わります 

4月11～23日、「学生選書2016 Part1」を行い、36名が参加し、 

61冊が選ばれました。選ばれた図書は図書館の蔵書になります。 

「Part2」は後期に実施予定。今回参加できなかったみなさん、 

次回はどうぞ参加してくださいね。 

5月のキーワードラリー(特典つき)にチャレンジ！ 
4月に続き第2弾♪今度はキーワードだけでなく指令もこなす!? 

4・5月の新入生応援企画展示「Let’s Start Campus Life」に

合わせてキーワードラリーを実施中です。5月は新たにキーワー

ドも特典も変わりますので、参加してない人はもちろん、4月に

参加した人も学年に関係なく挑戦してみてください。 

 

4・5月の企画展示

では大学生活、 

学習に役立つ 

図書を紹介してい

ます。 

展示中の資料も 

借りられます。 

5月23日(月)4時限開催「レポートのための新聞記事・企業情報活用 日経テレコン講習会」 

レポート作成が格段にはかどる２つのデータベースについて、専門講師を招いた利用講習会を開催

します。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)にて受付けています。 

①日経テレコン    『日本経済』、『日経産業』、『日経MJ』といった新聞記事が探せます。 

②日経BP記事検索 『日経ビジネス』、『日経DI（ドラッグインフォメーション）』などの 

    雑誌記事が探せます。 

教員おすすめ図書 

コーナーは中央階段 

そば。小冊子も 

こちらに置いています。 

過去の開催の様子 

選書はゲート前でも実施し、来館し

た学生に参加してもらいました。 

申込み受付中 

開催中 

5月中に棚に並ぶ予定です 

ホームページにも掲載 

参加者の声「自分で選ぶ楽しさがあった」

「書店で見たことない本がたくさんあった」 

「必要だと思う本が選べた」etc. 

4/1 図書館利用案内（パンフレット）を改訂しました。 

4/18 EBSCOhost eBook Collection（NetLibrary）の電子ブック（数学、統計分野 全61タイトル）が利用できるようになりました。 

4/18 オックスフォード大学出版局の学術書電子ブック（Social Workパッケージ157タイトル）が利用できるようになりました。 

4/20～27 就職課共催DVD上映会を開催し、42名が参加しました。 

4/21  読売新聞の電子版 「戦後昭和1946～1970年」が利用できるようになりました。 

4/22（～5/2）  図書館ゴールデンウィーク企画『本の福袋』を実施しました。 

4/23 新任教員研修にて橋本フミ惠図書館長が図書館利用についての説明を行いました。 

4/26  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。 

4/28  学生アドバイザー委嘱状授与式を行いました。 


