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アカデミック・ライブラリーの役割

経営学部

4月の新学期を迎えるたび
に、新たな気持ちで頑張ろう

教授

■
川辺

純子
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書き上げた長編詩『イン・メ
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モリアム』から、自分が気に
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大学の図書館は、その大学
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＊文中で紹介された
『イン・メモリアム』は岩波文庫
『対訳テニスン詩集』
(931//Te37)に収録
されています。

この夏の参院選から、選挙がもっと
学生の身近になる！ 話題のトピック
について調べてみよう

知って得する!図書館活用術

2016年6月19日、18歳からの選挙権を認める
改正公職選挙法が施行されます。

何が変わるの？
法律について調べるには

ディーワンロウ

法情報総合データベース「D1-Law. com」(第一法規) を使ってみよう。

選
挙
が
変
わ
る
の
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

・その法律がいつ改正されてきたか(沿革)
・条文の新旧比較
・条文に関するどんな判例があるのか
・関連する文献の書誌情報

オプション機能のVPass(有斐閣)を使うと
『判例六法』『法律用語辞典』『判例百選』
『法学教室』『ジュリスト』の本文を読めます。
VPass機能は館内指定PCでの利用になります。

などを簡単に調べられます。
≫ 図書館ホームページのデータベース集から利用できます。学内のみ、同時利用2名。

いつから議論されてるの？

なんと、1970（昭和45）年の新聞には
もう議論の記事が載っていました。

過去の新聞記事を読むには

新聞縮刷版や、新聞記事データベースを使ってみよう。

読売新聞 1970年10月12日4面
「18歳選挙権：機は熟したか」

「読売新聞DVD/CD-ROM」
≫ 1926年12月以降の記事を収録。館内専用PCで、キーワードや年表から検索できます。

日本経済新聞データベース「日経テレコン」
≫ 1975年以降の記事を収録。学内ネットワークで使えます。同時利用3名。

朝日新聞データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」
≫ 1879年の創刊号から記事を収録。学内ネットワークで使えます。同時利用1名。

どんな影響があるの？

日本の人口は、18歳が約120万人、19歳が約124万人
これだけの人数が新たに有権者になると…

統計データを調べるには

年鑑・白書類を使うと統計データを調べられます。
総務省統計局『日本の統計2016』（請求記号 351/So55/2016）
≫ 上記人口データ（2014年10月時点）の参考元です。
年鑑・白書類は、1階に専門コーナーがあります。

＊もっと選挙について知りたいときは
≫ 選挙に関する図書は、314.8の棚に。政治に関する
図書は310～319の棚に並んでいます。
例）『改正公職選挙法解説 : インターネット選挙運動解禁』
『ネット選挙 : 解禁がもたらす日本社会の変容』
近年、ネットの選挙運動も解禁されました

研究室訪問
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図書館では利用者の皆さんに役立つ使いやすい図書館作りを目指して、先生方の研究室
を訪問し、ご要望等をお伺いしています。
経営学部副学部長 川辺 純子 先生 2016/4/27訪問
エキゾチックな小物で彩られた研究室で、図書館に関する要望や、学生へ望むことなど、
様々なご意見をお聞きすることができました。
学生へのメッセージとして「専門分野に関する研究は、まず基礎知識をじっくり身に着ける
ことが必要。社会文化においては特にその傾向が強いので、Web検索に頼ったり、国や文化
への単純なイメージにとらわれたりせず、視野を広げていくことが大切」というお話をいた
だきました。図書館のガイダンスでも、Web検索だけでなく、本や雑誌など多様な資料から
目的に合ったものを選んでいく方法を重視しています。
また、図書館へは「学外でも学内と同様にデータベースが利用できると、研究者も学生にも
恩恵が大きいので、ぜひ実現してほしい」との要望をいただきました。

今後も研究室訪問で聞いた様々なお話を皆さんにお伝えします。お楽しみに♪

アドバイザー通信

新たに1名がアドバイザーに
加わりました！

今年度前期のシフトが決まりました

いわさき

たける

以下のシフトで1階カウンター横と3階シラバスルームに

岩﨑

常駐し、学習のサポートをしています。
GEM=大学院経済学研究科、ZM＝経営学部、

みなさんをサポートできるよう頑張
りたいと思います。どのような質問
でもお気軽に声をかけてください。

LS＝現代政策学部、EE＝経済学部、SM＝理学部数学科

得意分野/数学関連科目、陸上競技

(月)
１限

春田(LS)

(火)
－

(水)
アドバイザー会議
(アドバイザー席不在)

健 (理学部数学科 3年)

(木)

(金)

－

陶(ｽｴ)(GEM)
前田(LS)

２限

春田(LS)
裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

大澤(ZM)
前田(LS)

陶(ｽｴ)(GEM)
裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

陶(ｽｴ)(GEM)
前田(LS)

３限

岩﨑(SM)
裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

前田(LS)

陶(ｽｴ)(GEM)
裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

陶(ｽｴ)(GEM)
裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

春田(LS)
大澤(ZM)

４限

岩﨑(SM)
裴(ﾍﾟｲ)(GEM)

木村(EE)
前田(LS)

大澤(ZM)
陶(ｽｴ)(GEM)

大澤(ZM)
陶(ｽｴ)(GEM)

岩﨑(SM)
春田(LS)

５限

岩﨑(SM)

－

大澤(ZM)
岩﨑(SM)

前田(LS)

岩﨑(SM)
春田(LS)

アドバイザー会議（水曜1限）では、学習支援の情報共有な
どを行い、より良いサポートにつなげています。
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

Information

申込みは図書館カウンターへ

図書館主催講演会など（参加申込受付中）
第8回
自分のこと、うまく話せますか？
ライブラリーラウンジ ～自己表現の方法、教えます～

6月15日(水)15：10～／図書館6階グループ学習室B室
就活でも求められる自己PR。自分のことを文章で伝える練習で、一歩先を行く自己表現術を身につけよう！
＜講師＞図書館地域アドバイザー・城西国際大学非常勤講師 木村誠次さん
ひとりじゃない読書への誘い
第9回
ライブラリーラウンジ ゆるほんでおしゃべり、しませんか？

6月24日(金)15：10～／図書館6階グループ学習室B室
一人一冊本を持ち寄って本についてお話ししませんか？ 初めて出会う人と本を通して
コミュニケーション。いつもは一人で読書しているあなたも、もしかしたら仲間が増えるかも？
＜主催＞図書館学生アドバイザー
講演会

後期に開催するビブリオバトルもちょっと体感

知っておこう著作権 2016

6月28日(火)16:50～／18号館101室

LINE, Twitter, Facebook
などSNSに関わる著作権に
ついても説明します

論文やレポートの作成には、文献引用ルール（著作権）の知識が必須です。
著作権のこと知っていますか？ 他者の文章には著作権があります。人の権利を
侵害せず自分の権利を守るため、学生のうちに著作権について学んでおきましょう。
前回（2015年6月）参加者の声
－著作権がとても身近な問題ということを感じた。
－今後論文作成をする際に、とても役立つ講演会。
－昨年の講演後も著作権について意識したが、前回とは違う視点から聴けて良かった。

5月の図書館彙報

6月の展示テーマはコミュニケーション

5/2 短縮開館しました。(全学休校日)
5/23 日経テレコン講習会を開催し、28名が参加しました。
5/29 オープンキャンパスで合計69名が図書館を見学しました。
オープンキャンパス向けキーワードラリーへの参加は31名
でした。
■4・5月展示キーワードラリー参加者数 4月計93名 5月計21名
■高校生見学 埼玉県立鳩山高等学校
埼玉県立北本高等学校
共愛学園高等学校

1名 （5/12）
23名（5/25）
36名（5/31）

2016年6月の開館カレンダー
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

開館時間 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00
■＝9：00～17：00

友人関係、ゼミでのディスカッション、部活やサークル、
就職活動、社会に出てからも
もちろんコミュニケーションが必
要な場面がたくさんあります。
今月は、コミュニケーション力
をアップできる図書やDVDなど
を紹介します。
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