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図書館は知の豊穣の海 

                    経営学部長・教授 新井 浅浩 

アドバイザー通信 

●今年度のアドバイザーを紹介

します♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って得する！図書館活用術 

●各コーナーを紹介します 

5月の図書館クイズ(特典つき)

にチャレンジしよう！ 

●4・5月展示連動企画 

 

 

 

 

 

 

企画展示「Let’s Start Campus 

Life」に合わせて図書館クイズ

を実施中です。5月は新たにク

イズも特典もチェンジ♪参加し

てない人はもちろん、 

4月に参加した人も、ぜひぜひ

挑戦してみてください。 

 今から約３０年前の留学時代、私は一日の大半を大学の図書館で過ごしてい

た。毎回の授業で課されるリーディングをこなすのに精一杯だったが、一日中

開いている図書館は、静かで学習机も多く、好きな場所を選べたので、勉強に

最適の場所だった。私のお気に入りは日本語の文献もそろっていた６階だっ

た。雑誌のバックナンバーを含め、ほぼ全てが開架式だったので、英語漬けの

勉強の合間の気分転換にそれらを手に取ってみることができた。私のいた大学

には日本を研究する学部は無かったのに、日本語の文献の充実ぶりに驚いた。

当時のアメリカの大学の図書館は、質量ともに日本のそれの遠く及ぶものでは

なかった。時には、他の階に「遠征」もした。そこは様々な専門分野、言語の

文献に出会う場であった。人類の知の遺産すべてがそこに詰まっていて、その

中を自由に泳ぎ回っているような錯覚をもった。こうした気分転換はしかし、

授業のリーディング課題をこなすのには障害となるものであった。 

 図書館の外はカリフォルニアの青い空が広がり健康的な雰囲気に満ち満ちて

いたが、私は誘惑に負けることもなく図書館に魅せられていた。今なら、青空

の下で健康的な生活をすることが勉学にもよいことを知っているので、こうし

た方法はとらなかったかもしれないが、当時は、この知の豊穣の海を自由に泳

ぐことに無上の喜びを感じていた。まさに呼び覚まされた知的好奇心がさらに

知的好奇心を呼ぶという状態だった。これを続けることができたならば、そこ

で死んでもいいとすら思っていた。 

 知的好奇心は、そもそも私たちが高等生物であることの証であるが、急速に

変化していくであろう、これからの社会を生き抜いていく力の源泉でもある。

今日では、知的好奇心を持つことが高次認知機能を担う脳領域の萎縮を抑える

とも言われている。つまり、認知症の予防にもなる。OECDの調査によれば日

本の若者の知的好奇心は低く、20歳のそれは、スウェーデンの65歳と変わら

ないという指摘がある（『ニューズウィーク日本版』電子版2016年2月2

日）。日本の成人の学力は世界一だが、これでは将来が不安になる。そんな中

で、図書館は知的好奇心をゆさぶる最良の場所と言える。そこには、ネットに

はない何かがあると感じるのは、私が旧世代に属している証拠にすぎないのだ

ろうか。 

 学生諸君、だまされたと思って図書館に来て、本に囲まれた空間にしばらく

佇んでみて欲しい。きっと、知的好奇心が刺激されるに違いないから。 
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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 学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 

理学部数学科4年の岩﨑健です。みなさんの学生

生活をよりよくするためにサポートさせていただきま

す。図書館の利用方法やレポートの書き方など、ど

んな質問でもお気軽にご相談ください。1年間よろしく

お願いします。 

経済学部3年の笠原です。 

まだ分からない事も多いですが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。 

岩 﨑  健
いわさき たける

（理学部数学科4年）   

得意分野/数学関連科目（特に解析学)、陸上競技 

笠原 銀太
かさはら ぎんた

（経済学部3年）  

得意分野/ソーシャルマネジメント 

今年度も引き続きアドバイザーとして活動させていた

だく大澤です。昨年の経験を活かして皆さんを全力

でサポートできるよう頑張ります。些細な事でも気軽

に話しかけてください!! 

昨年に引き続き学生アドバイザーとして活動させて
いただきます。現代政策学部4年の前田です。教職
の履修やサークル活動など、色々な事をしています
ので図書館の利用以外の大学生活についてもどう
ぞ気軽に質問してください。 

大 澤   翔
おおさわ  しょう

（経営学部4年） 
得意分野/学芸員(資格所持)、観光地理 

前田 
まえだ 

 のぞみ（現代政策学部4年）   

得意分野/地域活性化 

皆さんはじめまして。薬学部薬学科の田中です。何

か判らない事や困った事があれば、迷わずアドバイ

ザーまで聞きに来てください！よろしくお願いします。 

経済学部3年の栗原です。今年度からアドバイザー
を務めさせていただきます。図書館の利用方法など
みなさんをサポートしていきたいと思っているので、
気軽にご相談ください。1年間よろしくお願いします。 

田中 雄也
たなか ゆうや

（薬学部薬学科3年） 

得意分野/薬物動態学、経皮吸収  

栗原 稜太
くりばら りょうた

（経済学部3年）  

得意分野/経済学 

はじめまして、今年度からアドバイザーとして活動さ

せていただきます、工藤です。できるかぎり全力でサ

ポートしていきます。よろしくお願いします。 

はじめまして。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、経営学部3年の松岡粋羽で

す。皆さんのお悩みを解決できるように頑張ろうと思

いますので、気軽に声をかけてください。 

工藤 颯人
くどう  は やと

（経営学部3年）   

得意分野/会計学、管理会計 

松岡  粋羽
まつおか すいは

（経営学部3年）  

得意分野/基本簿記 

今年度からアドバイザーとして皆さんをお手伝いさせ

ていただく、三森です。利用者とともに図書館をより

良いものにしたいと思っていますので、よろしくお願い

します！ 

  

三森 優人
みつもり ゆうと

（経営学部3年）   

得意分野/簿記、パソコン操作 

 
 

4月18日に委嘱式を行

い、関俊暢 図書館長

より一人一人に委嘱状

が渡されました 

 
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。 

研究室訪問 Vol.8 

経営学部長 新井 浅浩 先生 2017年2月13日訪問 

 先生は教職課程の授業を担当されており、その中で雑誌の記事を紹介しているとのことでした。よく利用している一誌が

『教育と医学』で、今回の訪問を機に図書館でも購読することが決定しました。 

 また今年度新設の “教職課程センター” について、「センターに教職関連の問題集やテキストなどの資料を置きたい。図書

館の蔵書も活用していきたいので、連携して収書していきたい。」というお話がありました。現在、先生に図書館資料の選書

をお願いしていますので、今後さらに蔵書の充実化を図っていく予定です。 

 訪問時には研究倫理についても話題になりました。とりわけ文部科学省が「研究活動の不正行為等の定義」の中で不正行為

の対象としている「捏造(ねつぞう)」「改ざん」「盗用」について学生へ教育したいと話されていたのが印象的でした。先生

は毎年図書館ガイダンスもご活用いただいており、ガイダンス内でも著作権について触れています。図書館では研究倫理に深

く関係する “著作権” について、毎年講演会を実施しており、6月27日にも開催します（詳細を Informationに掲載）。 

＜4月末現在のメンバーです＞ 

新井先生、お忙しい中ありがとうございました。今後も様々な先生方のもとを訪問させていただく予定です。 

リーダー サブリーダー 



知って得する！図書館活用術 

教員おすすめ図書コーナー 

教員が「学生に読んでもらいたい本」として推薦していただいた

図書をおすすめコメントとともに紹介しています。 

例えば… 

学長 白幡晶 先生『知的生産の技術』梅棹忠夫著（岩波書店） 

おすすめコメント 

「高校２年の時に、大人になった気分で、夢中になって読んだ

本です。著者は日本の文化人類学のパイオニアであり、知性の

巨人のような人ですが、題名のイメージとは異なり、文章も分

かりやすく楽しめると思います。物事を整理して考えるとはど

ういうことか、大学に入ってからも何度も読み直し、僕の基本

的な考え方をつくった一冊といえます。」 

先生からは『ソロモンの指環: 動物行動学入門』 

コンラート・ローレンツ著 （早川書房）も推薦されています。 

闘病記文庫 

2階には闘病記コーナーを設けています。 

 闘病記とは、病気を治そうと闘っている患者やその家族、また

支えている人たちが書いた記録であり、そこから医学・薬学の学

術専門書からだけでは得ることのできない貴重な情報、患者とし

ての生の声を聞くことができます。  

「患者中心の医療を」という考え方が進むなか、医療従事者をめ

ざす薬学部学生にとって、患者の気持ちを知ることはとても重要

なことです。 また、これは薬学部学生だけに限ったことではな

く、すべての人間にとって「人の痛みを知る」「どのように病気

と向き合ったのかを知る」ということは大切なことです。 

文学賞コーナー 

皆さんに、もっと読書に親しんでもらうため、 

日本の主要な文学賞の受賞作を集めています。 

※芥川賞、直木賞、司馬遼太郎賞、日本推理作家

協会賞、日本SF大賞、日本翻訳大賞、日本医療小

説大賞など。 

 

 

シラバスルーム 

  

 

探しやすいように、教員名50音順に並んでいます。 

予習・復習、レポート作成に役立ちます。 

 

 

 

図書館ホームページトップ画面右下

のバナーから入ると、 

教員名を選択して、指定図書一覧を

確認することができます。 

留学生支援図書 

留学生が日本文化を学ぶための

本を集めたコーナーです。  

伝統文化に関する図書のほか、英語や中国語に翻訳された日

本の小説、日本語学習に役立つ資料、英文で書かれた日本文

化の百科事典などがあります。 

各コーナーを紹介します各コーナーを紹介します各コーナーを紹介します   

紹介冊子も 
あります 

シラバス（講義要覧）に掲載されている教科書や参考文献が置

いてあります。 

１ 
階 

２ 
階 

３ 
階 



Information 

4月の図書館彙報 

4/1 図書館利用案内（パンフレット）を改訂しました。 館内で配布しています（ホームページでも見られます）。 

4/10-22 学生選書2017Part1を実施し、27名が参加、計48冊が選書されました。 選ばれた図書は、5月中旬より貸出できるようになりま

す（貸出開始時には、ミニ展示にて選書資料を紹介します）。  

4/18 学生アドバイザー委嘱状授与式を行いました。  

4/20-28 就職課共催 図書館DVD上映会を開催し、合計37名が参加しました。  
4/22 新任教員研修にて図書館利用についての説明を行いました。  

□□□＝9：00～21：00 

■■■＝9：00～19：00 

■■■＝9：00～17：00 

■■■＝休館 

※5/6は授業休講日のため、17時で  

  閉館します。 
  

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→ 

講演会「出版社での経験をもとに＜伝えるということ＞について」5月24日(水) 15:10～16:40 

講師： 週刊読書人代表取締役社長 黒木重昭 氏            17号館 202教室 

長年出版業界で活躍されたご経験をもとに、学生の就職活動やその後社会において自己をどう

表現するか、読書の面白さを絡めて熱く語っていただきます！ 

『週刊読書人』は1958年に創刊した本の新刊紹介・書評、出版動向などが掲載された報道紙

で、2017年4月21日号には本学学生の書いた書評記事が掲載されました！（書評は週刊読書

人ウェブにも掲載されています。http://dokushojin.com/article.html?i=1234 ） 

歴史ある出版社の社長から直接お話を聴けるまたとないチャンスです♪  奮ってご参加くださ

い！  ※『週刊読書人』は図書館1階 新聞コーナーで読めます。 

2017年5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    
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『常識外の一手（新潮新書）』谷川浩司著．新潮社．2015.6（1階文庫・新書コーナー 、796//Ta87) 

 ここ半年の間に「聖の青春」「３月のライオン」と、将棋を題材にした映画が立て続けに封切られ、現実の将棋

界でも、史上最年少でプロ入りした14歳の藤井総太四段がデビュー以来14連勝（本稿執筆現在）という新記録を打

ち立て、話題になっています。 

 今回紹介する本は、同じく中学生でプロになり、史上最年少で名人の座についた谷川浩司九段の著書『常識外の

一手』。常識をわきまえねばプロになれないが、常識に囚われていてはその中で勝てない。非常識ではない「常識

外の一手」という切り口から、将棋界の内幕や、自身の将棋人生、伝説の棋士について語られます。超一流の棋士

同士が対局中に新たな境地に達する場面は感動的です。コンピュータとプロ棋士の対戦で注目された「将棋電王

戦」についても、将棋連盟側の視点で書かれています。将棋についての新書としては、化学科・宇和田貴之先生のおすすめ本『ルポ電王

戦: 人間vs.コンピュータの真実（NHK出版新書）』松本博文著もあります。ぜひ併せて読んでみてください。＜図書館・渡辺(弘)＞ 

「TKCローライブラリー※」利用講習会 5月26日(金) 13:30～15:00 清光会館302教室 ※新規導入データベース 

判例・判例要旨を検索できる ／会計士の勉強にも役立つデータベース「TKCローライブラリー」。 

27万件以上の判例、7万件以上の判例要旨などを簡単に検索・閲覧できます。レポート作成、研究調査、資格取得の学習

などに活用でき、会計士を目指している人に役立つ 税務Q&A、税務判例要旨、国税不服審判所裁決も収録しています。 

レポートのための新聞記事・企業情報活用 6月2日(金) 15:10～16:40 

「日経テレコン講習会」          清光会館303教室 

新聞記事はレポートの参考文献としてとても役立ちます！ 記事を簡単スピーディに探す方法を教えます。 

日経テレコンは『日本経済新聞』をはじめ日経4紙の新聞記事をキーワードで検索＆本文が閲覧できるデータ 

ベース。レポートはもちろん、就活に欠かせない業界研究、企業研究にもとても有効です！ 
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いずれも【申込み】は カウンター または メール library1＠josai.ac.jp へ 

講演会「知っておこう著作権 2017」 6月27日(火) 16:50～18:20  18号館 101教室 

講師： 日本ユニ著作権センター著作権実務相談員 大亀 哲郎 氏 

レポート作成の際、“引用”を明記していますか？ 著作権はレポート・論文作成に必須の知識です。 

引用元を表示しないことは著作権の侵害となり、場合によっては訴えられることもあります。講演会で

は、著作権問題の最前線で活躍されている著作権のプロを講師に招き、論文作成にまつわる法的問題な

どを分かりやすく解説いただきます。また、LINE・Twitter・FacebookなどSNSに関わる著作権につい

ても説明していただきます。レポート作成・卒論に不安を感じる学生はもちろん、修論・博論を控えた大学院生も必聴です！ 


