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 水田記念図書館の副館長を2期4年間務めさせていただいて、図書館の在り方やこれからについて幾つか書かせていただい

ているので (それらは、図書館報『BookMark』に掲載されたものがJURAでいつでもお読みいただけます)、ここでは、少し

くだけた内容になりますが、最近読んだ小説で面白かったものを幾つか紹介しようと思います。 

楽しい読書のすすめ 

                             水田記念図書館 副館長 関 俊暢    
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2月の図書館彙報 

2/8 2016年度学生アドバイザー年間活動総括会議を開催しました。 

2/9 JPLA機関誌『薬学図書館』編集委員会に出席しました。 

2/21 教員・院生向け「EndNote利用講習会」を開催しました。 

2/22 「図書館と県民のつどい埼玉2016」企画委員・企画広報部会委員会に

出席しました。 

2/28 英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい論文とは?」を開催しました。 
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 水田記念図書館では、新たに文学賞コーナーを設置しました。優れた文学には、人という生き物について深い考察がなさ

れているので、それらに触れることは、文系理系にかかわらず、学修において良い効果を現すと考えます。  

『とっぴんぱらりの風太郎』(万城目学、文春文庫) 

 ベストセラーになっている「村上海賊の娘 (和田竜、新潮

文庫)」を読んで、心が何かを求めて手に取った長編小説で

す。一昨年の大坂夏の陣300年から続く豊臣家滅亡を扱った

物語の一つですが、下忍という大変優れた技術を持ちなが

ら、軽蔑され、見下されているもの達が、それでも何かに、

そして誰かのために命をささげる物語です。これを読むと秀

頼のイメージが変わります。僕はおもわず旅先で瓢箪を購入

してしまいました。 

 

『果心居士の幻術』(司馬遼太郎、新潮文庫)※ 

 自室の本棚を眺めていたら、遥か以前に読んだ本書を発

見、「とっぴんぱらりの風太郎」にも登場する果心居士が司

馬遼太郎によりどのように描かれていたか気になり再読しま

した。書名を含む短編集です。ここで紹介したいのはその中

の「八咫烏」※です。日本サッカー協会のシンボルでもある

3本足の神鳥八咫烏は、神武天皇を海辺の紀州から内陸のヤ

マトに道案内したとされています。ここ数年かけて高千穂

峡、出雲大社、伊勢神宮と旅行に行っているのですが、大陸

から朝鮮半島を経由して、北方カラフト方面から、そして南

方から舟に乗ってそれぞれやってきた日本人の祖先たちが、

どのように大和朝廷を、そして日本国を造ってきたのか興味

は尽きません。それに関する司馬遼太郎の一つの解釈を知る

ことができます。古事記などの神話マニアは必読です。 

 

『猫を抱いて象と泳ぐ』(小川洋子、文春文庫)※ 

 薬学部4年の高橋君がビブリオバトル全国大会に持ち込ん

だ小説です。その素晴らしさは高橋君のプレゼンを見るのが

一番なので(YouTubeに動画をあげています)、余計なこと

は書きません。ただ僕としては、最初にチェスを教わった人

によって一生消えない指紋が刻まれる、というところは痺れ

ます。僕は、自分の学生たちに良い指紋をつけてあげられて

いるでしょうか。 

『ちゃんちゃら』(朝井まかて、講談社文庫) 

 不幸な境遇に生まれた主人公が、才能に目覚め、庭師とし

て成長していく物語です。圧倒的な才能を持つものの苦悩、

その才能を身近で感じてしまった普通の人の気持ち、そのこ

とが大きな枠組みの中で幾つも重なって描かれています。僕

自身は、庭師と植木職人の違いなんか考えてこなかったこと

を恥じています。 

 

『悟浄出立』(万城目学、新潮文庫)※ 

 これも万城目学なのですが、彼の一連の作品と趣を異にし

ていて、中国古典を題材に、人間の想いを考察した短編集で

す。そのうち紹介するのは書名の短編「悟浄出立」で、沙悟

浄が猪八戒の在り様を考察し、そして自分自身を振り返ると

いう内容でして、人間ではないのですけど。ところで皆さん

は、あのぐうたら猪八戒が、天界においてその名を轟かせた

頭脳明敏希代の名将天蓬元帥であったことはご存知でしょう

か。すごく頭が良くて、ずっと先の結果や起こることを分

かってしまう人っていますよね。そしてその中には、そこま

での過程が下らない無価値なものと感じてしまう人もいるか

もしれません。大切なのは、結果か過程か、というのは永遠

のテーマなのですが、前出の「猫を抱いて象と泳ぐ」には、

そのことへの明確な主張がなされています。 

 ※図書館に所蔵があります。 
  

『果心居士の幻術』: 司馬遼太郎全集2(918.68//Sh15//2) 

 に収録されています。 
 

『八咫烏』: 司馬遼太郎全集22(918.68//Sh15//22) 

 に収録されています。 
 

『猫を抱いて象と泳ぐ』: 単行本での所蔵 (913.6//O24)  
 

『悟浄出立』:単行本での所蔵 (913.6//Ma34) 

父母後援会寄贈雑誌を入れ替えました 

昨年末にアンケートを行った、父母後援会寄贈雑誌(1階ブラウ 

ジングコーナー)の新規購入タイトルが決定しました。 

勉強の息抜きに、ぜひ手に取ってみてください。 

◆新規購入タイトル 

『FINEBOYS』『美人百花』『mina』『BRUTUS』 

『キネマ旬報』『ねこ』『3分クッキング』『日本映画navi』

『MUSICA』『SWITCH』『小説現代』『J-novel』 

◆以下のタイトルは購入中止になりました。 

『EYESCREAM』『mer』 『Sweet』『GoodsPress』 

『Location Japan』『じゃらん』『映画芸術』『サッカーマガジン』 

卒業を迎える皆さんへ 

ご卒業おめでとうございます 

◆卒業後も図書館は使えます♪  

 無料で利用カードを作成できます。 

 卒業式に配布される同窓会会員証を 

 カウンターへお持ちください。  

◆返却忘れには注意を。 

 図書館の資料は必ず返却してくだ 

 さい。返却は郵送でも受け付けて 

 います。  

社会に出てからも 

水田記念図書館を 

ご活用ください！ 

図書館報をＪＵＲＡに登録しています 

『BookMark (城西大学水田記念図

書館報)』が、過去分から最新号ま

で、城西大学機関リポジトリJURA

で読めるようになります。 

図書館の歴史を振り返ることが

できますよ。JURAは図書館トッ

プページにリンクしています。 

 

BookMark (水田記念図書館報) 

「文学賞コーナー」を2階に新しく作りました。直木賞、芥川賞などの受賞作を置いています 

学生の皆さんに読書に親しんでもらうことを目的として、文芸作品のうち日本における主要な賞の受賞作を揃えた「文学賞

コーナー」を新たに設けました。 芥川賞、直木賞については第1回受賞作より、その他の受賞作品については2012年以降の

受賞作を置いています。 

 設置文学賞  

 芥川賞 日本推理作家協会賞 (長編及び連作短編集部門) 

 直木賞 日本SF大賞 

 毎日出版文化賞 (文学・芸術部門) 日本翻訳大賞 

 読売文学賞 (小説賞、評論・伝記賞) 紫式部文学賞 

 芸術選奨文部科学大臣賞／新人賞 (文学) 泉鏡花文学賞 

 大宅壮一ノンフィクション賞 (書籍部門) 日本医療小説大賞 

 司馬遼太郎賞 現代詩人賞 

 江戸川乱歩賞 H氏賞 

各賞ごとに著者順に

配架し、請求記号の

3段目に受賞した賞

の名称(略)を記載し

ています 

「知的書評合戦ビブリオバトル」本学出場者の熱戦を動画(YouTube)で観られるようになりました！ 

動画では水田記念図書館主催の大会の模様を視聴できます。YouTube (https://www.youtube.com/ ) 

より「城西 ビブリオ」で検索してみてください。当館公式動画チャンネルで公開し

ています。 

現在は「全国大学ビブリオバトル2016予選会 城西大学」(10月7日，20名出場)の動

画を公開しています。本学では2011年度より開催しており、2013年度からは高麗祭

での学内チャンプ決定戦も実施。これらについても、随時公開していく予定です。 

 

 
 

※動画は出場者全員より提出された「個人情報の第三者提供等に関する同意書」に基づき、 

 本人許諾のうえで、当館の責任において投稿しています。なお、公式チャンネル以外に 

 よる動画は、当館とは関係ありません。 

 

 

 



 2016年度の図書館 ～統計から1年を振り返る～ 

イベント 

展示 

入館・貸出 

実施日・期間 イベント名 参加者数 

4月 ●学生選書2016 Part1  36名 (選書61冊) 

   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「面接対策・就活ドキュメント」 42名 

5月 ●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 28名 

6月 ●第8回ライブラリーラウンジ 
13名 

   「自分のこと、うまく話せますか？ ～自己表現の方法、教えます～」 

 ●第9回ライブラリーラウンジ 
16名 

   「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」 

 ●図書館主催講演会「知っておこう著作権2016」 62名 

 ●東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー講習会 11名 

7月 ●第2回読書会ざくざく「地域のことを考えてみよう」 24名 

   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「面接対策」(紀尾井町開催) 40名 

8月 ●日高市立図書館主催「2016夏の陣 図書館ビブリオバトル」  1名出場 

9月 ●城西大学読書感想文コンテスト2016 読む・知る・伝える、読書の楽しみ。 364名応募 

   ●鶴ヶ島市立図書館第29回図書館まつり出展「明治時代のくすり広告・紙看板」 150名 (展示見学者数) 

   ●鶴ヶ島市立図書館主催「第29回図書館まつり ビブリオバトル『わたしのイチオシ本』」  1名出場 

   ●メディカルオンライン講習会 15名 

10月 ●全国大学ビブリオバトル2016予選会 城西大学 20名 (136名投票) 

   ●学生選書2016 Part2 11名 (選書67冊) 

   ●第10回ライブラリーラウンジ 「これだからおもしろい！スポーツの魅力」 66名 

   ●図書館・就職課共催 就活向け日経テレコン講習会 10名 

11月  ●●ビブリオバトル2016 in 高麗祭 6名出場 (101名投票) 

 ●坂戸市立図書館主催「秋の図書館まつり ビブリオバトル坂戸図書館」 2名出場 

   ●第18回図書館総合展 ポスターセッション出展 31,355名 

   「ライブラリーラウンジはじめました。～学部を超えて交流しよう～」 (総合展来場者数)Ｄ 

   ●全国大学ビブリオバトル2016関東地区決戦 関東Cブロック 3名出場 

   ●化学科・薬学部向け 卒業研究・実習のためのJDreamⅢ講習会 31名 

   ●全国大学ビブリオバトル2016関東地区決戦 関東Dブロック 1名出場 

   ●第11回ライブラリーラウンジ 
18名 

   「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 2」 

12月 ●図書館主催講演会「知っておこう著作権2016 Part2」 144名 

   ●第3回読書会ざくざく「女性が活躍する社会について、考えてみよう」 28名 

   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「インターンシップ・企業研究」 17名 

   ●図書館・就職課共催 就活DVD上映会「企業研究＋データベース講習会」(紀尾井町開催) 4名 

   ●レポート作成・卒業研究に使える 医中誌Web講習会 5名 

 ●「城西大学読書感想文コンテスト2016 読む・知る・伝える、読書の楽しみ。」表彰式 18名 

  10名受賞 (本学学生 5名、県内中学生5名) (受賞者,引率者,教員含む) 

   ●全国大学ビブリオバトル2016 ～京都決戦～ 1名出場 

   ●図書館と県民のつどい埼玉2016 314名 (展示見学者数) 

   SALA加盟大学図書館所蔵資料展示出展「明治時代のくすり広告・紙看板」 Ｄ 

1月 ●第8回地域相互協力図書館合同主催公開講座 
85名 

   「世界の中の日本、日本の中の世界 －身近なグローカリズムを考える－」 

2月 ●教員・院生向け EndNote利用講習会 10名 

 ●英語論文執筆セミナー「アクセプトされやすい論文とは？」 87名 

3月 ●化学科・薬学部学生のためのSciFinder講習会 － 

貸出ランキング上位 2016年4月～2017年1月／カッコ内は貸出回数  

11位 （17回） 『イメージから学ぶ分光分析法とクロマトグラフィー』 

        京都廣川書店 

       『経済論文の作法 : 勉強の仕方・レポートの書き方』 

        日本評論社 

       『症例人間病態論．2』京都廣川書店 

       『シンプル微生物学』南江堂 

       『薬学免疫学』京都廣川書店 

       『コンパス物理化学』南江堂 

17位 （16回） 『現代微生物学入門』南山堂 

       『理系総合のための生命科学』羊土社 

       『刑法各論』成文堂 

       『生命現象の基礎』東京化学同人 

       『薬学生のための化学平衡ノート』丸善出版 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

入館者数 25,055  25,976  34,200  46,079  15,212  20,827  27,587  25,033  26,271  30,069 

貸出冊数 1,705  2,301  2,350  1,829  1,182  1,177  1,634  1,389  1,620  1,016 

計111件 

2,624名受講 

96.7％が 

内容に満足※ 

●データベース等利用講習会 ●就活DVD上映会 ●書評合戦ビブリオバトル ●学生アドバイザー主催・司会 ●ほか 

読書会ざくざく 

前もって読んだテーマに関する

本を、一人5～10分程度で紹介

し、 参加者がテーマについて意

見交換をする読書会です。 

城西大学読書感想文コンテスト 

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年度より開催し

ています。 

図書館では、皆さんがより読書に親しめるよう様々な企画を実施しています。 

ライブラリーラウンジ 

学生アドバイザーが司会進行

を担当。学部や学年を超えた

交流が広がっています。 

学生選書 

学生自身が図書館で購入する図

書を選べるイベント。大学での

勉強や卒論に必要な専門書など

を直接手に取って選べます。 

ガイダンス 

1位   （30回） 『ソロモンの新有機化学』廣川書店 

2位  （29回）  『図解薬剤学』南山堂 

3位  （25回）  『自然が生み出す薬物』東京化学同人 

4位  （24回）  『ソロモン新有機化学・スタディガイド』 

         廣川書店 

5位  （23回）  『機能形態学』南江堂 

        『化学物質の分析』東京化学同人 

7位   （21回）  『最新薬理学 : 医療薬学』廣川書店 

        『絶対わかる物理化学』講談社 

        『衛生化学詳解．下』京都廣川書店 

10位  （19回） 『衛生化学詳解．上』京都廣川書店 

月別展示 展示期間内の貸出総数 317回 

4～5月 『Let's Start Campus Life』 

6月   『コミュニケーション力を高めよう』 

7月   『城西大学読書感想文コンテスト関連図書展示』 

8～9月 『オリンピック ～2016年リオデジャネイロ  

          ＆2020年東京大会に向けて～』 

10月  『世界から見た日本』 

11月  『活躍する人々』 

12月  『ステップアップ 論文・レポート作成術』 

1～3月 『この本の最初の一人に！』 

ミニ展示 展示期間内の貸出総数 191回 

4月   『ゴールデンウィーク福袋』 

5月   『学生選書2016 Part1 学生が選んだおすすめ本61冊』 

6月   『青柳正規先生 著書展示』、『知っておこう著作権』 

7月   『祝！～オリンピック出場～』、『夏休み福袋 』 

10月  『祝・日本人受賞 ノーベル賞特集』、 

    『第10回ライブラリーラウンジ紹介図書』 

11月  『安倍昭恵氏 著書等展示』、 

    『学生選書2016 Part2 学生が選んだおすすめ本67冊』 

12月  『冬の福袋』 

2月   『春の福袋』 

 

※1月末までの 

 統計を元に算出 

・入館、貸出とも坂戸キャンパス、 
 東京紀尾井町キャンパスの合計数 

・貸出は館外貸出冊数 

毎回、色々なテーマや時事に沿った資料を紹介しています。

8～9月の展示では、リオ五輪に出場する本学の現役学生・ 

卒業生へ向けて、多くのメッセージが寄せられました。 

試験期間には早朝開館(平日8:30～)も実施し、 

年間27万以上の入館者数を数えています。 

2016年4月 

～ 

2017年1月 

※ガイダンス実施アンケートで「今回のガイダンスは役に立ち 

 ましたか？」という問いに「役に立った」と答えた割合。 

ガイダンスでは、図書館の便利な

利用方法、効果的な資料の探し方

を図書館司書が案内しています。 


