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どうして本を読むのか 

               経営学部 助教 図書館選書委員 田部 渓哉  

知って得する図書館活用術 

●時事や社会問題について 

 調べるための図書館資料と  

 データベースを紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう使ってみましたか？ 

●アジア現地情報学習ビデオ 

『PRO.ch(プロチャンネル)』 

学生アドバイザー通信 

●前期シフトが決まりました 

 

 

 

 

 

 

 

●レポート支援活動展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは、田部渓哉です。図書館選書委員としてメッセージを発信

する機会をいただきました。私のメッセージは単純明快で、「さっぱりわから

なくてもとにかく本を読もう」です。 

 活字離れ、読書離れという言葉を聞いたことがあるでしょう。本を読む人の

数や本を読む機会は減っているようです。実際、文字情報に触れる機会は減っ

ていませんか？そんなことはないですか？確かに、SNS（LINEやTwitterな

ど）やネットで文字に触れていますね。しかしそれらの文字情報は、読み手が

ストレスを感じないことを目指して編まれていますよね。なぜなら、「意味わ

かんねー」文章は誰も読んでくれないからです。だから「刀自（とじ）は荼毘

（だび）に付された」と書くより、「おばさんは死んだ」と書きます。できる

だけ多くの人に読ませたいとき、目指すは小学一年生でもわかる文章です。 

 さて、試しに図書館にある本を一冊、手にとって開いてみましょう。きっと

さっぱり意味がわからない、ノイズ（雑音）のような言葉で埋め尽くされてい

ると思います。少し読んでみて、「読んでも意味がわからない」から「読む意

味がない」と思い、本を棚に戻すでしょう。意味がわからないノイズを浴びせ

られるのは、誰だって苦痛ですから。小学一年生でもわかる文章、耳なじみの

ある言葉が心地いいと感じるでしょう。 

 しかし、「読んでも意味がわからない」から「読む意味がない」と考えるの

は早計です。そもそも、大抵の本はいきなりスラスラ意味がわかるようなもの

じゃありません。むしろ、スラスラ意味がわからないからこそ読むのが、正し

い心構えでしょう。なぜなら言葉や文章は、意味不明でも先に頭にストックし

ておかないと、「あとから意味がわかる」ということは絶対に起こらないから

です。先にバケツ（言葉）を買っておかないと、雨が降ったときに水（意味）

を溜められないのと同じです。 

 私は大学生の頃、マックス・ウェーバーやフリードリヒ・ニーチェの訳本を

読みました。恥ずかしながら、半ば意味がわからないながらも、「名著らしい

から」という不純な動機で読みました。しかしその後、別の本を読んだり、い

ろいろな先生方の謦咳（けいがい）に接したりするうちに、「こういうこと

だったのかな」と意味がつかめてくる感覚を味わいました。 

 図書館の本は、SNSやネットで触れられない（今の皆さんにとっては）不快

なノイズでいっぱいです。誰だって最初はそうです。しかし、ノイズを浴び続

けることでしか、新しい言葉は身につきません。そして十分な言葉を持ち合わ

せていないと、自分が生きる世界を豊かに感じることができません。あなたの

人生が小学一年生でもわかる言葉だけで語りつくされるのは悲しいと思いませ

んか？  

Book Mark  
城西大学水田記念図書館報 

新聞記事 

雑誌記事 

新書など 

海外旅行、留学、海外 

就活の事前学習などに 

役立つオンラインビデオ 

皆さんの学習をサポート

するため常駐しています 

レポート作成に役立つ図書

を選んで紹介しています 



知って得する！図書館活用術 

≫聞蔵Ⅱビジュアル［朝日新聞の記事 ／ 同時アクセス1名］ 

朝日新聞 創刊号から(1879年～)の記事をはじめ、朝日新聞社が英語の総合ニュー

スサイトとして発信中の AJW(Asia & Japan Watch) 掲載記事も収録。 

≫日経テレコン［日経新聞ほかの記事 ／ 同時アクセス3名］ 

日本経済新聞社が発行する、日経新聞、日経産業新聞、日経MJ、日経金融新聞(休

刊中)の1975年以降の記事。さらにNikkei English Newsを収録。 

最近アメリカに続いて、
韓国やフランスでも大統

領選挙が行われたけれど
、 

  日本にどんな影響をも
たらすのか知りたい。 

      でも何を使って調べれ
ばいいのかな？ 

時事や社会問題について 

調べるための図書館資料・データ

ベースがたくさんありますよ！ 

≫日経BP記事検索サービス［日経BP社発行の雑誌記事］ 

約50誌の雑誌 ： 社会系分野(日経ビジネス、日経TRENDY、日経ビッグデータなど) 

記事を収録   自然系分野(日経ドラッグインフォメーション、日経サイエンスなど)  

≫東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー［東洋経済新報社発行の雑誌記事］ 

週刊東洋経済をはじめ、一橋ビジネスレビュー、金融ビジネス、統計月報などの雑誌。 

業界・企業研究に役立つ 業界地図、会社四季報、就職四季報も収録。 

≫ジャパンナレッジ［記事・叢書＆辞書・事典コンテンツ ／ 同時アクセス1名］ 

記事・叢書 ： 週刊エコノミスト、東洋文庫、文庫クセジュなどを収録。 

辞書・事典 ： imidas、現代用語の基礎知識、日本大百科全書など※。 

※記事に知らない言葉があれば、辞書・事典で調べましょう。 

≫OPACの便利な機能 

●詳細検索でコーナーを絞り込める 

●テーマに合う図書を「件名」のリンクから集められる 

≫新書・文庫コーナーにはこんな図書があります(一例) 

●岩波新書『ルポトランプ王国 : もう一つのアメリカを行く』金成隆一著   

                    312.53//Ka46  

●新潮新書『EU崩壊』木村正人著 333.7//Ki39  

●中公新書『韓国現代史 : 大統領たちの栄光と蹉跌』木村幹著 221.07//Ki39 

●日経文庫『国際金融の世界』佐久間浩司著 338.9//Sa45  

 

1階 学生用雑誌コーナーに行ってみよう！ 

雑誌を調べよう ● 日経ビジネス、週刊東洋経済、週刊エコノミストなど 

さらに 
雑誌記事データベース『日経BP記事検索サービス』、『東洋経済デジタルコンテンツ・ライブ

ラリー』と、辞書・事典/記事・叢書データベース『ジャパンナレッジ』を使ってみよう!! 

1階 新書・文庫コーナーに行ってみよう！ 

図書を調べよう ● 岩波新書、新潮新書、中公新書、日経文庫など 

さらに 『蔵書検索OPAC』を使いこなして、テーマに関係する図書をどんどん見つけよう!! 

新聞記事データベース『聞蔵Ⅱ
きくぞう２

ビジュアル』と『日経テレコン』を使ってみよう!! 

1階 新聞コーナーに行ってみよう！ 

新聞を調べよう ● 各全国紙(朝日新聞など)、専門紙(日本経済新聞など) 

さらに 

「アメリカ 」「大統領」で 

見出し＆本文を検索すると 

過去3ヶ月分だけでも 

・聞蔵Ⅱ…約700件 

・日経テレコン…約1,200件 

の新聞記事がヒット！ 

「韓国大統領選」 

「日本」「影響」のよ

うな絞ったキーワード

でも 

・日経BP…約10件 

・東洋経済…約15件 

の雑誌記事がヒット！ 

「新書」は時事問題や基礎教

養を扱ったもので、18ｃｍ

ほどの手に取りやすい本。 

 1階の中央階段の回転書架

には、新書・文庫の新刊を並

べています。 

「配架場所」でコーナーを指定して検索できます 

検索結果詳細からリンクされた主題の図書を集められます 

このページで紹介
するデータベースは図書館
ホームページより、学内ネッ
トワークで利用できます 

ＯＰＡＣは図書館ホームペー
ジのトップ画面にリンクして
います。学外からも検索でき
ます 



ホームページ： http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html 

メールアドレス：libadvis@josai.ac.jp 

ツイッター：  ＠lib_advis 

                       (月) (火) (水) (木) (金) 

１限 
岩﨑(SM) 

松岡(ZM) 

岩﨑(SM) 

笠原(EE) 

前田(LS) 

松岡(ZM) 
岩﨑(SM) 

大澤(ZM) 

松岡(ZM) 

２限 岩﨑(SM) 
岩﨑(SM) 

笠原(EE) 

前田(LS) 

松岡(ZM) 

岩﨑(SM) 

栗原(EE) 
岩﨑(SM) 

３限 
工藤(ZM) 

三森(ZM) 

アドバイザー 

会議 

(アドバイザー席不在) 

前田(LS) 

大澤(ZM) 

笠原(EE) 

前田(LS) 

岩﨑(SM) 

大澤(ZM) 

４限 
田中(YY) 

三森(ZM) 

田中(YY) 

三森(ZM) 

栗原(EE) 

田中(YY) 

笠原(EE) 

栗原(EE) 

笠原(EE) 

三森(ZM) 

５限 
工藤(ZM) 

三森(ZM) 

工藤(ZM) 

栗原(EE) 

工藤(ZM) 

栗原(EE) 

工藤(ZM) 

三森(ZM) 

工藤(ZM) 

三森(ZM) 

アドバイザー通信 

海外旅行、留学、海外就活

の事前学習や、国際経営

の研究に役立つ！ 

アジア6ヶ国（インドネシア、

シンガポール、タイ、台湾、

フィリピン、ベトナム）の現

地・制度情報を学べるオンライ

ンビデオ教材です。 

 

日本語で学べる動画 

日本語のテキストもダウンロー

ドでき、各国の生活、雇用、会

社運営などについて細かなテー

マごとに学べます。 

 

現地の制度や生活情報等

1,700タイトル以上収録 

各2～3分の動画を収録し、現

地発の最新情報が定期的に更

新・蓄積されています。 

信頼のおける情報 

官公庁、現地メディア、各

国観光局および日本大使館

からの公開情報等が、現地

専門家の監修下で再構成さ

れています。 

 

わかりやすい解説を何度

でも見られる 

動画なので必要なところで

停止したり、繰り返し再生

して学べます。 

プロネクサスジャパン提供。図書館ホームページのバナー 

からご利用ください（4名まで同時アクセス可） 

(プロチャンネル) 

メールでも質問を受け付けています 

画面例画面例画面例   

click! 

学生アドバイザーは、レポートの書き方をアドバイスしたり、パソコンの使い方、資料探しのお手伝いなど、皆さんの学習を

サポートします。下記のシフトで1階カウンター横と3階シラバスルームに常駐していますので、気軽に声をかけてください。 

前期アドバイザー業務シフト ZM＝経営学部、EE＝経済学部、LS＝現代政策学部、YY＝薬学部薬学科、SM＝理学部数学科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※アドバイザーの授業等の都合によりシフトが変更となる場合があります。 

  アドバイザー会議(火曜3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。  

学生アドバイザーレポート支援活動 

一人一人が選んだ、レポート作成に役立つ図書を、紹介コメントとともに1階で展示しています。  

はじめてレポートを書く一年生や、レポート作成に自信のない方、これらの図書を借りて、参考にしてみてください！ 

 

 

 



5月の図書館彙報 

5/16 平成29年度 第1回図書館合同（運営・選書）委員会を開催しました。  

5/18 日本薬学図書館協議会(JPLA)関東地区協議会総会に出席しました。 

5/18 日本学術会議主催学術フォーラム(日本学術会議)に参加しました。 

5/22 埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)平成28年度第4回幹事

会に出席しました。  

5/24 図書館主催講演会「出版社での経験をもとに＜伝えるということ＞に 

 ついて」を開催し、152名が参加しました。 

5/26 「TKCローライブラリー」利用講習会を開催し、106名が参加しました。 

5/28 オープンキャンパスで58名が図書館を見学し、内28名がキーワードラ

リーに参加しました。 

5/31 日本薬学図書館協議会(JPLA)機関誌『薬学図書館』編集委員会に

出席しました。  

□□□＝9：00～21：00 

■■■＝9：00～19：00 

■■■＝9：00～17：00 

■■■＝休館 
  

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→ 
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『逝かない身体 : ALS的日常を生きる(シリーズケアをひらく) 』川口有美子著 

 医学書院．2009.12（2階 闘病記文庫コーナー 、493.64//疾病//27) 

 難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、イギリスの理論物理学者スティーヴ

ン・ホーキング博士が患っていることでも知られています。この本は、娘

である筆者が、ALSにかかった母の介護を記録したノンフィクションで

す。体がどんどん動かなくなり、最後には全く意思の疎通が取れない状況

になっても、家族は汗や表情から心情を察して、コミュニケーションを続

けます。「無言でも、常に言いたいこと、伝えたいことで身体が満たされ

ている。」と筆者は言います。また、介護で限られた時間の中、女性とし

ての生き方を前向きに選びとっていく筆者の姿からは、闘病の記録である

とともに、人生の指南書のようにも感じられます。 

 この本は、患者の気持ちを知ることを目的に設置された、闘病記文庫のコーナーにありま

す。たとえば、医師からの現実的な病状説明が、治る見込みのない難病患者にとっては不必

要な場合もあります。そういった痛みを、医療に従事する人はもちろん、すべての人に知っ

ていてほしいと思います。この作品は、第41回大宅壮一ノンフィクション賞も受賞していま

す。文学賞コーナーには他の受賞作品がありますので、そちらもぜひ手に取ってみてはいか

がでしょうか。                    今月の紹介者：利用者サービス担当 甲田 

ライブラリーラウンジ、著作権講演会の【申込み】は カウンター または メール library1＠josai.ac.jp へ 

Information 

学生が選んだ本を借りてみよう 

「学生選書2017 Part1 学生が選んだおすすめ本73冊」      
 6月中旬まで1階で展示しています 

用意した数百冊の中から、32名の学生に選書してもらいました。 

同じ学生の立場で選ばれた本を、ぜひ皆さんも借りてみてください。

Part2は後期に予定しています。次回の参加も待っています！  

参加者の声： 

「気になっていた本が見つかった」,

「知らない本で、ためになるものが

あった」,「書店では見ない本を選べ

た」,「選べる本の種類が多かった」  

図書館主催講演会  

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

LINE・TwitterなどSNSに関わる 

著作権についても説明します。 

修論・博論を控えた大学院生、レ

ポート作成・卒論に不安を感じる

学生は、ぜひ参加してください。 

過去の参加者の声：「参加して良かった」,「あいまい

だった著作権のことが良く分かった」,「卒業論文を作

成する際に役立てたい」(2014年度より毎年開催) 

『Monthlyミクス』エルゼビア・

ジャパン（1階 学生用雑誌コーナー) 

 医薬情報＆マーケティング誌である

『Monthlyミクス』は1973年に創刊さ

れ、とりわけ製薬企業の方に多く読ま

れている雑誌です。 

 掲載記事は、厚生労働省や製薬メー

カーなどから直接、記者が集めたもの

です。 

 就職活動や、医療

経済として統計情報

なども参考になりま

すので、ぜひ手に

取ってみてくださ

い。(当館では2015

年度以降の号を所蔵

しています) 

※書影は2017年6月号                                                                           

第12回ライブラリーラウンジ「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？３」  
図書館学生アドバイザー主催 6月13日(火) 15:10～16:40  図書館6階グループ学習室Ｂ 

一人一冊本を持ち寄って本についてお話ししませんか？ 

“ゆるほん”の愛称を持つこのイベントは今回で3回目。初めて出会う人と本を通してコミュニケー

ションを楽しみましょう。いつもは一人で読書しているあなたも、仲間が増えるかもしれません♪ 

過去の参加者の声：「本を読む楽しさを感じられた」,「プレゼン能力を養える良い機会」, 

「手に取る本がまた増えそう」,「違う学部の人の意見を聞けて、とても勉強になった」 


