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城西大学水田記念図書館報 

 百年前の姿に外観が復原された東京駅丸の内駅

舎の改札内を、先日ぶらりと歩いてみました。伝

統的な建物の構内は飲食店のみならず、ファッ

ション店舗も立ち並ぶショップ街へと変身を遂げ

ていました。丸の内の改札口に一番近い構内に小

さな本屋があります。この本屋内にはカフェが併

設されていて、若者に人気上昇中のブック･カ

フェの様相でした。 

さて、それでは、ブック･カフェの起源はどこ

なのかなと思いを巡らしてみました。「カフェ」

といえばフランスの

歴史が思い浮かぶで

しょう。でも今回は

敢えて、「ブック

(本)」に着目して、

イギリスを辿ってみ

ましょう。私は、昔ロンドンに数年間住んでいた

ことがあり、週末には近郊の古城巡りをして紅茶

を楽しんでおりました。 

 中世から近世にかけてイギリスには、貴族の館

で城壁がないマナーハウス(Manor House)とよば

れるレンガ造りの邸宅が各地にありました。 

マナーハウスの主
あるじ

は、家族とダイニング・ルーム

で夕食を楽しんだ後は、食後の紅茶(アフター･

ディナー･ティー)を手に、書斎
ライブラリー

でくつろぐのが

習慣でした。 

イギリス映画で、書棚に百科事典のような分厚い

本がずらりと並んで

いる書斎に茶器セッ

トが置いてあるのを

ご覧になったことが

ありませんか。そう

そう、イギリスの紳

士・淑女は本に囲まれて紅茶を味わうのが、至福

の喜びだったそうです。(紅茶にまつわる様々な

話は、出口保夫（1982）著『英国紅茶の話』に

載っています。)※ 

ロンドンから電車

で1時間余の郊外、テ

ムズ川湖畔の小高い

丘にクリブデン

(Cliveden)という名

前の由緒あるマナー

ハウスがあります。 

1919年にイギリス初

の女性国会議員となったナンシー･アスターを輩

出したアスター家が所有していました。現在は、

前オーナーからNPOのナショナル･トラストに信託

財産として寄贈されており、この館は一般公開さ

れています。観光地と

して、あまり知られて

いない穴場ですよ。予

約すれば宿泊もでき

て、紅茶を飲んだり庭

園を散策したりして楽

しめます。休日には館

内案内ツアーがあり、主
あるじ

が書斎
ライブラリー

でくつろいでいた

ティータイムの話などが聴けます。 

ロンドンを訪れた際には、ちょっと足をのばして

訪れてみましょう。私は、ハリー･ポッターが第

１話で魔法学校へ旅立った駅(King's Cross Station)

から汽車を乗り継いで行きました。お勧めです！ 

あ、最後にもうひとつ重要な情報があります。

書斎
ライブラリー

とは、図書館の語源といわれています。 

■  イギリスの書斎（ライブラリー）で紅茶を召し上がれ  ■ 

～ブック・カフェの起源を探る旅  

合 併 号 

経済学部 教授 増山 隆 

※図書館に所蔵があります。 

『英国紅茶の話』(383.8//D53) 

 

代表的なマナーハウスのイメージ写真 

ダイニング・ルームのイメージ写真 

マナーハウス内部のイメージ写真 

現在はホテルとしても利用されて

いるクリブデン 



教員おすすめ図書 

自己表現はコミュニケーションでも大事な要素です。講演会には 

13名が参加し、講師の木村さんからは、自己表現にはまず「自分 

を知る」ことが必要。自分を知るために、他者と交流したり、視野を 

広げると良い。様々な分野を学ぶ人と出会える環境を活かし、 

また図書や新聞記事などを読んでほしいというお話がありました。 

★講師おすすめの1冊 

 『大学1年生のための伝わるレポートの書き方（有斐閣）』 816.5//Ts99 
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今年度、新たに推薦いただいた

図書を紹介します。 

  夏休みは長期貸出も行います。どんどん借りよう！ 

図書館学生アドバイザー主催 第9回ライブラリーラウンジ （6月24日 16名参加）  

「ひとりじゃない読書への誘い ： ゆるくほんでおしゃべり、しませんか？」 開催報告 

 

第９回のライブラリーラウンジは、ビブリオバト
ルに毎年出場している経営学部4年の奥冨
さんが提案してくれました。 

 

 6月15日に図書館地域アドバイザーミニ講演会 

「自分のこと、うまく話せますか？ 

 ～自己表現の方法、教えます」を開催しました。 

地域アドバイザーおすすめ図書 

知ってる本はあるかな？ 

 『素数の音楽 （新潮社）』 

先生に勧められてこの本を読ん

で、数学科への進学を考えた。 

進路のきっかけとなった。 

*理学部数学科3年生・岩﨑さん 

(学生アドバイザー) 

 『解決！すぐわかる日本の国境問題 （海竜社）』 

ニュースを見て、ほかの情報も知りたいと思って読んだ。

その後、新聞をよく読むようになり、自分の考えを持つよう

になった。 *現代政策学部1年生より 

今日のコミュニケーション

を通して、本の魅力を

知ってほしい 

 写真左上より…『現代語訳 学問のすすめ（筑摩書房）』 

『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう（日本経済新聞出版社）』 

『ルーズヴェルト・ゲーム / 池井戸潤著（講談社）』 

『阪急電車（幻冬舎）』『ウォーターボーイズ （KADOKAWA）』 
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薬学部 真野博先生（医療栄養学科） 推薦 

 ①『想い込み弁当 : 栄養士の卵48人が、大切なひとり

のために考えたお弁当レシピ （セブン&アイ出版）』  
596.4//E39  

理学部 宇和田貴之先生（化学科） 推薦 

 ②『化学の歴史 / アイザック・アシモフ著 （筑摩書房）』  
430.2//A92 

現代政策学部 真殿仁美先生 推薦 

 ③『ホセ・ムヒカ : 世界でいちばん貧しい大統領 

   （KADOKAWA）』 289.3//D39 

 ④『中国4.0 : 暴発する中華帝国 （文藝春秋）』  
319.22//L97 

 ⑤『じつはもっと怖い外食 : 外食・中食産業の最前線で

聞いた「危険」すぎる話 （ワニブックス）』 498.54//Mi37  

教員おすすめ図書 

3 4 5 

図書は1階階段そばに教員の 

推薦コメントを添えて 

紹介しています 

図書館地域アドバイ

ザーの市川さん、 

職員の加藤さんも参

加してくれました。 

本を通じて、学部

だけでなく世代の

垣根もこえた交流

が生まれました。 

後半には、紹介を

聞いて読みたく

なった本に投票し

て、ビブリオバト

ルを疑似体験。 

内容や作者など、持ち寄っ

た本をきっかけにどんどん

盛り上がるトーク！ 

ライブラリーラウンジ 

らしく、和やかな雰囲気の 

1時間半となりました。 

 ビブリオバトルでは5分で本を紹介し、観覧
者の投票によってチャンプ本を決めますが、
ラウンジでは3分間で紹介。はじめ緊張の面持
ちだった学生も、気づけば笑顔になっていま
した。 

ビブリオバトルは

毎年秋に開催。ラ

ウンジに参加でき

なかった人も、ぜ

ひバトルに参戦！ 

おすすめの本を紹介しあう書評

ゲーム。全国大学

大会への城西実施

予選会を後期に開

催します！ 

「自分が手に取らないような本を紹介されて興味がわいた」 

「色んな人の意見を

聞くことができるの

は良い経験になる」 

「図書館が楽しくなる」 

「自分が好きな本が

広まるのは嬉しい」 

「」は参加者アンケートより 

「かなり充実した時間を過ごせた」 



Information 

6月の図書館彙報 

6/3  平成28年度第1回図書館運営・選書合同委員会を開催しました。  

6/10 私立大学図書館協会東地区部会総会に出席しました。 

6/15 第8回ライブラリーラウンジを開催し、13名参加しました。 

     学生アドバイザー、地域アドバイザー交流会を開催しました。   

6/20 埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）総会を本学図書館で開催しました。 

6/24 第9回ライブラリーラウンジを開催し、16名参加しました。 

6/25 埼玉県立深谷第一高校の保護者31名が図書館を見学しました。 

6/26 オープンキャンパスで合計49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24名でした。 

6/28 著作権講演会を開催し、62名が参加しました。 

6/30 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー講習会を開催し、11名が参加しました 

■高校生見学  埼玉県立上尾鷹の台高等学校  24名 （6/1） 

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→  

7～9月開館情報 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00 ■＝9：00～17：00 ■＝8：30～21：00 ■＝休館 

2016年7月 

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8月 

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9月 

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  
8/11(山の日)はオープンキャンパスのため17時まで開館します。 

8/12は全学ネットワーク停止、9/25は全学停電のため休館します。 

試験期間中の利用について 
◆早朝8:30開館 ：         期間 7/15～8/5 

月～金曜は、通常より30分早く開館します。 

早起きをして図書館で勉強しよう！ 

◆映画DVD・LD視聴停止 ：   期間 7/22～8/5 

※学習用CD・DVDは視聴可 

◆グループ学習室全室開放 ： 期間 7/29～8/5 

◆シラバス図書貸出停止 ：   期間 7/15～8/5  

                         および 8/26～9/15 

大学夏期休暇中の利用について 
◆長期貸出 ：          期間7/21～9/9 

この機会にたくさん本を読みましょう。 

対象者 ： 学部1～3年生、短大1年生、別科生、科目等履修生 

対象 ：  図書 （シラバス図書以外） ※CD・DVD、雑誌は対象となりません。 

返却日 ：  9/23 

◆夏期休暇中の短縮開館 ：  期間 8/8～9/6 

  図書館は19:00まで開館しています（日曜は17:00まで） 

※5、6、9階は節電のため閉室します。 

試験の時こそ図書館を利
用しよう 

読書感想文コンテスト    

城西大学は地域と連携し、若い世代が読書の楽しさ・素晴らしさを

体験し、読書が習慣化するよう、2014年より読書感想文コンテスト

を行ってきました。今年もたくさんの応募を待っています。  

応募テーマ ：  

①真の国際性とは ②地域における協力 ③女性の活躍推進 

応募期間 

9/1～20 

2016 

城西大学 
読書感想文コンテスト 
読む・知る・伝える、読書の楽しみ 

グランプリ          

賞状 

副賞(図書 

カード3万円) 

 

詳細は図書館ホームページ 

でお知らせしています。 

小嶋さん（H26、27年度図書館学生アドバイザー）が 
今年度も加わることになりました！ 

小嶋 識喜
お じ ま  の り き

 (経営学研究科 研究生)  

昨年度に引き続き、学生アドバイザーを務めさ

せていただきます。学士および修士での経験を

活かし、学生により良い環境を提供できればと

思います。気軽にご相談ください。 

得意分野/財務会計、管理会計 

アドバイザー通信 

メールアドレス：libadvis@josai.ac.jp 

ツイッター：＠lib_advis 


