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ブックライフを豊かにする達人たち 

                    経済学部 教授 図書館運営委員 西川由比子 

学生アドバイザー通信 

●アドバイザー主催「ゆるほ

ん３」に14名が参加しました 

 

 

 

 

 

 

 

特集「ビブリオバトル」 

●全国大学ビブリオバトル

2017学内予選会を開催します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTubeの当館公式動画チャ

ンネルで、水田記念図書館主

催の大会の模様を発表者ごと

に視聴できます 

 

知って得する図書館活用術 

●機能も同時アクセス数も増

えた『ジャパンナレッジ』を

使ってみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インド・デリー大学の図書館は中央図書館と各学部の分室によって構成され

ている。経済学、社会学、地理学、商学からなる研究科Delhi School of Eco-

nomicsにはインド屈指の財閥・タタの寄付を基に創設されたRatan Tata 

Libraryがある。良く参照していた図書は階上にあり、天窓から差し込む陽光

の中、石造りの螺旋階段を昇る時はラプンツェルになったような気持になる。

貸出手続きが終わるとポンとカウンターに本が放られる。「本を大切にしな

い」と友人に言うと「でも右手だったよ」と返事が返ってきた。インドでは右

手が浄、左手が不浄とされており、右手を使っているところに敬意が払われて

いるという。本当かな？と思いつつ妙に納得してしまった。図書館に併設され

ているキャレルは効率は悪いが灼熱の外気を遮断する冷房があり、開館と同時

に満席になる。ランチ、ティータイムには中庭に学生たちが集まり、議論（噂

話も）が始まる。アマルティア・センの著書にある『議論好きなインド人』

（明石書店）は学生時代から健在である。 

 裏門を抜けると大学隣接地に経済成長研究所（IEG: Institute of Economic 

Growth）があり、図書室はD‘Schoolの学生も利用できる。国際的に著名な研

究員も在籍しており、司書は資料検索の助言や研究員への橋渡しもしてくれ

た。インド人口学の牽引者アシシュ・ボース(1930-2014)もここの所属で

あった。研究上の助言は勿論、IEG敷地内のご自宅にお招き戴いた折にはメ

ディテーションと称してヨガも披露して下さる等ユーモア溢れる多彩な才能の

持ち主であった。 

 本の購入もインドでの楽しみの一つである。デリー市内では主に政府刊行物

と新刊書を、またハリヤーナ州グルガオンでは古本を購入している。デリーか

ら車で１時間ほどのグルガオンは近年急速に発展し、外資系企業の進出も目覚

ましい都市である。代替わりしてしまったが、古本屋のジェインさんは久しぶ

りに訪れても関心を持っていた分野を覚えていてくれる。埃っぽく、本が乱雑

に積み重ねてある店内のわずかな空間におかれた椅子に座り、現在の関心事を

伝えると瞬く間に本が積み重ねられる。用意して下さったチャイを戴きながら

本の仕分けをする時はちょっぴり贅沢な気分になる。本の山が消えるといつの

間にか新しい山ができている。 

 大学院時代の友人は研究者をサポートする仕事をしたいと国立国会図書館に

勤務しており、何度か専門書の紹介もして戴いた。大学図書館でも司書の方た

ちから検索の助言や相互利用のお手伝いを戴いている。本をめぐる環境が達人

たちに支えられて豊かになっていることを心に留めておきたい。 

 

 

『議論好きなインド人 : 対話と異端の歴史が紡ぐ多文化世界』 

アマルティア・セン著．明石書店．2008.7（302.25//Se56） 

Book Mark  
城西大学水田記念図書館報 

ゆるくほんでおしゃべり 
しませんか３ 

同時アクセス4名に拡大！ 

図書館に所蔵があります 
『The ORIENTAL ECON-
OMIST』『週刊東洋経済』

も新たに収録 



紹介された本と紹介者のコメント （＊印のあるものは図書館に所蔵しています） 

≫『AI時代の勝者と敗者 : 機械に奪われる仕事、生き残る仕事』 

トーマス・H・ダベンポート, ジュリア・カービー著．日経BP社．

2016.6（007.13//D46) 

「最近急上昇してきた話題のAI。あなたはAIについて危機感を持っ

ていますか？」経営学部3年 

≫『7秒の幸福論 : 思い悩んだ恋愛もこう考えれば楽になる』 

秋元康著．青春出版社．1992.11（914.6//A35） 

「サブタイトルのように悩んだ人がいたら、ぜひ手にとって欲しい

です！ “恋愛“とは何かの答えが導き出せるかも…」経営学部3年 

≫『いちばんやさしい教える技術 : 教えられた人が必ず「できる!」よ

うになる』向後千春著．永岡書店．[2012]（371//Ko26） 

「人に何かを教えるためには、教えるノウハウが必要です。教える

技術を身につけてみませんか？」理学部数学科4年 

≫『円卓』西加奈子著．文藝春秋．2011.3（913.6//N81） 

「表紙から興味を惹かれる直木賞作家の作品です。“円卓“というタ

イトルの意味は、読んでいくうちに分かります」経済学部3年 

≫『とっぴんぱらりの風太郎(文春文庫)』万城目学著． 

文藝春秋．2016 

「“ニート忍者”風太郎がおかしな“ひょうたん“と出会い、歴史の波

に飛び込んでいく小説です」薬学部薬学科5年 

≫『飲みものの危険度調べました』渡辺雄二著．三才ブックス． 

2014.2（498.54//W46） 

「普段私たちが飲んでいるドリンクの中には危険がひそんでいるのかもしれない」経済学部3年 

≫『光の帝国 : 常野物語(集英社文庫)』恩田陸著．集英社．2000 

「不思議な能力を持つ“常野(とこの)一族“。ひっそりと暮らす彼らの物語10篇の短編集です」薬学部薬学科6年 

 

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 

学生アドバイザー主催「ゆるほん３」を開催しました （6月13日） 

「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

（ゆるほん）」は、集まった参加者が、それぞれ持ち寄った本を数分間で紹

介した後、紹介された本のことや関連するエピソードなどを、おしゃべりし

て楽しむ図書館イベントです。 

 今回は第12回ライブラリーラウンジとして、第3回目の「ゆるほん」を開

催。学生は社会系、自然系いずれの学部・学年からも参加があり、本学の元

教員の方や図書館員も加わって、学部や年齢を超えて、読書を通じたコミュ

ニケーションを楽しみました。 

 

アドバイザー通信 

1414名が図書館で新たな交流体験名が図書館で新たな交流体験  

      6月26日には「ライブラリーラウンジ番外編」を 

      急遽開催しました 

 城西大学で毎年ご講演いただいているカリフォルニア州立工

芸大学・加藤五郎教授を囲んで、参加者9名(学生・職員)が、

日米の学生の違いや、海外での生活についてなど、先生の貴重

で楽しいお話を、たくさんお聴きしました。 

紹介された小説を 

読んでみたくなりました 

ゆるーく話せて楽しかった♪ 

本について話す機会は貴重

なので、良いイベントです 

参加者アンケートより 
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ビブリオバトルＱ＆Ａ 

Ｑ１． ビブリオバトルのルールは？ 

Ａ１． 公式ルールがあります (全国大会公式ページ http://zenkoku.bibliobattle.jp/ に掲載) 

① 発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。 

② 順番に一人5分間で本を紹介する。 

③ それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2～3分

行う。 

④ 全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか？」を基準とした投

票を参加者全員一票で行い，最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。 

Ｑ２． 城西大学の学生が全国大会の決戦に出場したことはあるの？ 

Ａ２． 過去2回出場しています。 

  ★2014年度 京都決戦 …経営学部3年(当時) 鈴木さんが準決勝に出場。 

  発表本：『ミッキーマウスの憂鬱 (新潮文庫)』松岡圭祐著．新潮社．2008.9（913.6//Ma86） 

 ★2016年度 京都決戦 …薬学科4年(当時) 高橋さんが準決勝に出場。 

  発表本：『猫を抱いて象と泳ぐ』小川洋子著．文藝春秋．2009.1（913.6//O24） 

Ｑ３． 高麗祭(大学祭)でもビブリオバトルをやるの？ 

Ａ３． 学内チャンプを決める特別戦として、図書館学生アドバイザー主催で開催します。 

     高麗祭戦では公式ルールを緩和して行います。 

Ｑ４． 出てみたいけれど、どんな風に発表すれば良いの？ 

Ａ４． 水田記念図書館主催の過去大会の模様を、YouTube(水田記念図書館公式チャンネル)

で、発表者ごとに視聴できます。ぜひ参考にしてみてください。 

 図書館ホームページの下記バナーからリンクしています。 

 

ビブリオバトルとは？ 

 制限時間5分間でおすすめの本を紹介しあう書評ゲームです。観客は一番

読みたくなった本に投票し「チャンプ本」を決めます。 

 大学生の大会として、2011～13年度に首都決戦が開催され、2014年度

からは全国大会へと規模を拡大して行われています。城西大学では毎年図書

館主催で、その学内予選会を開催。昨年度に引き続き、全国大会出場を目指

します！！ 

※今年度は「全国大学ビブリオバトル2017～首都決戦～」です。 

 そのほか、近隣公共図書館(当館提携館) 主催の大会に城西生が出場した

り、学内チャンプを決定する「ビブリオバトル in 高麗祭」も開催し、毎年

熱戦を繰り広げています。 

観戦者は「一番読
みたい」と思った
本に投票します。 

ビブリオバトル専用ページ： http://libopac.josai.ac.jp/bibliobattle2017.html 

 
 「全国大学ビブリオバトル2017」 (全国大会) 

全国大会の流れ 

 

 

 

学内予選会学内予選会  関東地区決戦関東地区決戦  首都決戦首都決戦  

予選ブロック(1ブロック4～5名)のチャンプ

が進出。※昨年度は20名4ブロックで開催。 
各地区決戦のチャンプ(今年度の枠は36名)

がグランドチャンプ本をかけて戦います。 

「全国大学ビブリオバトル2017予選会 城西大学」(学内予選会) 

 日時：  10月6日(金) 15:10～ 

 発表者参加資格： 学内個人、学部・ゼミ・研究室代表者、他大学の学生 

 参加応募先： 図書館カウンターまたは library1＠josai.ac.jp ※締切：8月5日（土） 

動画は本人許諾のうえで、当館の責任において投稿してい

ます。 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。 

予選会の観戦は自由。ただし

投票は試合を最初から最後ま

で観た方のみとなります。 

ゼミや研究室で代表を出して

参加してもＯＫ！ 

全国大会全国大会  予選会発表者(バトラー)募集！予選会発表者(バトラー)募集！  



Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 

『アイネクライネナハトムジーク』伊坂幸太郎著．幻冬舎．2014.9（2階開架、913.6//I68) 

 「アイネクライネナハトムジーク」とは、モーツァルト作曲の有名な曲です。聴けばきっと分かります。今回紹

介するこの本は、恋愛したい人・恋愛してる人・音楽が好きな人におすすめです。特に会話の場面が印象的で、テ

ンポの良い会話から真理をついてきます。短編集ということもあり、とても読みやすいので、学習の合間や通学の

お供にどうぞ。 

 図書館2階には文学賞コーナーを含め小説も取り揃えています。ぜひご利用ください。 

 ※日本の小説は913.6の棚にあります。              今月の紹介者：利用者サービス担当 矢島 

図書館ホームページ ＞ データベース集 ＞ 辞書・事典をひく 

（トップページのクイックリンク        からも入れます） 

 

 

 『The ORIENTAL ECONO-

MIST』は本学の創立者・水田三

喜男先生が活躍されていた時代

に、日本の政治経済の情報を海外

へ発信していた雑誌です。 

 今回、先生が通産大臣、大蔵大

臣を務められていた頃の紙面が読

めるようになりました。創立者が

当時、どのように取り上げられて

いたかを知ることができます。 

主な機能その２ 

収録雑誌記事も同時に検索 
『The ORIENTAL ECONOMIST

(1953～1973)』,『週刊東洋経
済(2016～)』等の記事も 
読めるようになりました！  例えば「城西大学」で検索する

と『日本大百科全書』、『デジタ

ル大辞泉』、『日本国語辞典』３

つの検索結果が1回で出てきま

す。同じ言葉でも、辞書によって

解説も違うので、多角的に調べる

のに便利です！ 

使い終わったら必ず 
ログアウトしてください 

同時アクセス数を１名→４名に

拡大しました！ 

主な機能その１ 

多数の辞書・事典を横断検索 

6月の図書館彙報 

6/2 『日経テレコン』利用講習会を開催し、12名が参加しました。 

6/2 日本薬学図書館協議会(JPLA)定期総会・館長・司書および主務者会議に出席しました。 

6/7 国立情報学研究所(NII)学術情報基盤オープンフォーラム2017に参加しました。 

6/9 私立大学図書館協会東地区部会総会・研究講演会に出席しました。 

6/13 第12回ライブラリーラウンジを開催し、14名が参加しました。  

6/16 埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)総会に出席しました。 

6/17 オープンキャンパスで41名が図書館を見学し、内21名がキーワードラリーに参加しました。  

6/26 ライブラリーラウンジ番外編を開催し、9名が参加しました。 

6/27 図書館主催講演会「知っておこう著作権2017」を開催し、96名が参加しました。 

6/28 『PRO.ch』利用講習会を開催し、23名が参加しました。 

試験期間中の利用について 

◆早朝8:30開館       ： 7/18～8/7 

 ※月～金曜は、通常より30分早く開館します。 

◆映画DVD・LD視聴停止  ： 7/24～8/7 

 ※学習用CD・DVDは視聴可 

◆グループ学習室 全室開放 ： 7/31～8/7 

◆シラバス図書 貸出停止  ： 7/18～8/7  

                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 ：    7/22～9/9 

 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  ： 9/25 

◆短縮開館 ： 8/8～9/8 

    月～土曜 ： 9:00～19:00 

 日曜   ： 9:00～17:00 

 ※5、6、9階は節電のため閉室します。 

◆夏期休館 ： 8/13～15 

「夏休み福袋」を実施します！ 

  今回のテーマは「文学作品にどっ

ぷりつかろう」です。福袋の中に、

どんな本が入っているかは借りてか

らのお楽しみ！今年の夏休みは、文

学の奥深い世界に 

 どっぷりとつか 

 ってみてはいか 

 がでしょうか。 

 

Information 

   □□□＝9：00～21：00 

■■■■■■＝9：00～19：00 

   ■■■＝9：00～17：00 

   ■■■＝8：30～21：00 

   ■■■＝休館 

2017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      

2017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   

2017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。  
9/24は全学停電のため休館します(予定)。  

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→ 

辞書・事典だけでなく、雑誌記事も 

まとめて検索できる優れものです。 

知って得する！図書館活用術 
辞書・事典ツール 

『ジャパンナレッジ』 

機能満載でアクセス数も増えた『ジャパンナレッジ』を使おう！ 


