
 子供のころ「快傑ハリマオ」というテレビドラマがあった。頭にターバンを巻

き、パンタロンのように裾の広い白ズボン、サングラスをかけ拳銃を持った正義の

味方。「真っ赤な太陽、燃えている」で始まる主題歌は今でも空で歌える。このド

ラマはフィクションであるが、実在のモデルがいたことを後に知った。テレビの中

の主人公と違い小柄で華奢な日本人男性が、マレー半島で盗賊団の頭領となり、現

地の人からハリマオと呼ばれるようになる。ハリマオとはマレー語で「虎」を意味

する。この若者が太平洋戦争に向う時代の中で、日本陸軍の特務機関員として戦争

に利用されていく。『マレーの虎ハリマオ伝説』の著者は、この人物の謎の生涯を

解き明かさんと遺族や生存する日本陸軍関係者の証言を求めて取材していく。ドラ

マや映画に見る虚像と、マレー半島に足跡を追って見えてきた実像、伝説のハリマ

オが何故イスラム教に改宗したのか、32歳でマラリアに罹りシンガポールの陸軍病

院で亡くなるが、熱帯の何処に葬られているのか。足で取材するノンフィクション

の面白さがこの本にある。今年の正月、オーストラリアのパースからシンガポール

に向う飛行機の中、フライトマップでジョホールバルやトレンガヌの地名を見つ

け、ハリマオが活躍した場所はこの辺なのかと心躍るものがあった。 

 私は旅が好きである。中でも台湾は、温かい、食べ物が美味しい、近い、という

ことで良く出かける。台湾人は、親日家が多く、日本語でも結構通じることもあっ

て心地良い旅ができる。『台湾人と日本精神』『台湾は日本の植民地ではなかっ

た』2冊とも台湾人によって書かれた本である。これらの本で紹介されている八田與

一は、日本統治時代の台湾で、嘉南平野にダムを建設し、不毛地帯を台湾最大の穀

倉地帯に蘇らせ、台湾の人たちから今でも尊敬されている人である。映画

「KANO1931海の向こうの甲子園」の中でも現地の人々から八田先生と慕われてい

るシーンがあった。数年前、この烏山頭（うさんとう）ダムを見に出かけた。傍に

八田氏の業績を讃えた記念館、銅像がある。終戦の年の9月、復員した長男を迎えた

後、夫の造ったダムに身を投げ、戦死した夫の後を追った奥さんのことも知った。

現地の人たちは、毎年、彼の命日に慰霊祭を行ない墓を守っていることも知った。 

 どちらも教科書には出てこない日本人の話であるが本で知った。本を読んで気に

なった所を訪ねてみる、原典に当たる、見てみる、聴いてみる、食してみる、そう

することで少しでも理解が増すとなれば、旅は楽しいものである。皆さんにもお勧

めしたい。 
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知って得する！図書館活用術   SpringerNature、Wileyの電子ジャーナルを拡充しました   

Springer Nature (シュプリンガーネイチャー) 
 合計約1,700誌のフルテキストが
 閲覧できるようになりました。

「Cochrane Library」(※)の 

文献フルテキストはWileyOnline 

Libraryで閲覧できます。 

※『コクランレビュー：CDSR』を

はじめ、EBM情報(evidence-

based medicine)を得られる6つの

データベースを搭載しています。

SpringerNatureは、2015年5月に Nature Publishing Group、Palgrave Macmillan、Macmillan Education and Springer Science+Business 

Media が統合して誕生した出版社です。 

「電子ジャーナルリスト」でタイトルリストより選択、または「蔵書検索OPAC」でタイトル検索、どちらからでも閲覧できます。 

Wileyサイト画面例 

「WileyOnlineLibrary」 

※Wileyは登録すると、自宅からでも 

アクセス可能です(詳細は図書館まで)

 
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.11

経営学部 助教 田部渓哉先生 2018年1月19日訪問 

 先生は、学生の読書推進や文章読解に熱心に取り組んでおられ、図書館で配布している「レポート作成のためのチェッ

クシート」や自作された資料を用いてライティングの指導をされているそうです。授業で配布する資料も、毎回学生がわ

かりやすいよう工夫して作成されていると伺いました。今回は、「広告」を専門に研究されている先生に、図書館の広報

についてもご意見を伺ったところ、同じような手段で広報をしていると「いつものアレか…」と、スルーされてしまうの

で、たまには斬新な方法を試してみるといいですよ、とアドバイスをいただきました。 

 また、ご自身の研究に使っているデータベースの話も伺うことができました。1つの文献を探したら、参考文献から芋

づる式に論文を見ていくことが多いというお話しから、引用文献情報データベース「Scopus」をご紹介しました。（後

日、詳しく知りたいと先生がカウンターに来てくださいました） 

 来年度、先生にはライブラリーラウンジ等の図書館行事にご協力いただく予定です。その際は、皆さんぜひ参加してく

ださい。 
田部先生、お忙しい中ありがとうございました。今後も多くの先生方のもとを訪問させていただく予定です。 

Natureサイト画面例 

●Springer： 約1,600誌のフルテキストを閲覧できます

●Nature Academic Journals： 全39誌

●Palgrave Macmillan Journals： 全45誌

「ジャーナル」のリンクをクリック 

リストから 

タイトルを選択 

Springerサイト「SpringerLink」画面例 

※Springerは登録すると自宅からでも 

アクセス可能です(詳細は図書館まで)

図書館ホームページの 

トップメニューからアクセスできます。 

Wiley (ワイリー) 約1,500誌を閲覧できるようになりました。 

検索例 



図書館この図書館この11年年  ～ダイジェスト～～ダイジェスト～

図書貸出冊数個人ランキング 

1 『火花』 又吉直樹著. 文藝春秋 芥川賞 

1 『コンビニ人間』 村田沙耶香著. 文藝春秋 芥川賞 

3 『蜜蜂と遠雷』 恩田陸著. 幻冬舎 直木賞 

4 『鍵のない夢を見る』 辻村深月著. 文藝春秋 直木賞 

4 『abさんご』 黒田夏子著. 文藝春秋 芥川賞 

4 『スクラップ・アンド・ビルド』 羽田圭介著. 文藝春秋 芥川賞 

4 『死んでいない者』 滝口悠生著. 文藝春秋 芥川賞 

4 『ナポレオン狂』 阿刀田高 [著]. 講談社 直木賞 

4 『対岸の彼女』 角田光代著. 文藝春秋 直木賞 

4 『破門』 黒川博行著. KADOKAWA 直木賞 

4 『ひとり日和』 青山七恵著. 河出書房新社 芥川賞 

4 『Go』 金城一紀著. 角川書店 直木賞 

4 『浮遊霊ブラジル』 津村記久子著. 文藝春秋 紫式部文学賞 

統計集計期間： 

2017年4月1日～2018年2月21日 

(位）

田部先生、お忙しい中ありがとうございました。今後も多くの先生方のもとを訪問させていただく予定です。

文学賞コーナー貸出回数ランキング ●文学賞コーナー(2階)設置
学生に読書に親しんでもらうことを 

目的として、文芸作品のうち国内の 

主要な賞の受賞作を揃えました。 

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。 

●医中誌Web利用講習会 8/25 65名参加

●JDreamⅢ利用講習会 8/25 51名参加

 就職課共催DVD上映会 

●面接対策・就活ドキュメンタリー
4/20～28  37名参加

 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
  5/24 講師 黒木重昭氏(読書人 代表取締役社長)：152名参加 

●日経テレコン利用講習会 6/2  12名参加

 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
6/13  14名参加

 ライブラリーラウンジ番外編 

 （カリフォルニア州立工芸大学数学科教授） 

●加藤五郎先生を囲んで
6/26  9名参加

 図書館主催講演会 

●知っておこう著作権2017
6/27 講師 大亀哲郎氏(日本ユニ著作権センター) 96名参加

●全国大学ビブリオバトル2017

～首都決戦～予選会 城西大学
10/6 17名出場：観戦者167名

チャンプ本紹介者3名が関東地区決戦へ進出

 図書館主催講演会 

●大手出版社の仕事
12/1 講演者 長久保 亮氏(文藝春秋)

聞き手 佐藤健太氏(フリー編集者)

296名参加

 図書館主催講演会 

●知っておこう著作権2017 Part2
12/8 講師 大亀哲郎氏(日本ユニ著作権センター) 93名参加

 第14回ライブラリーラウンジ 

●アスリート飯 1/16 82名参加

講師 伊東順太先生(薬学部医療栄養学科助教)

 第13回ライブラリーラウンジ 

●音学と科楽
10/13  講師 伊藤陽先生(理学部教授）32名参加

●ビブリオバトル2017 in 高麗祭
10/28 5名出場：観戦者65名

 理学部化学科・図書館共催講演会 

●日本の化学のルーツと『舎密開宗』
11/30 講師 小林啓二先生(元城西大学理学部教授) 117名参加

●学生選書2017Part.2
12/1～16 49名参加、66冊選書：貸出20件

●学生選書2017Part.1
4/10～22  32名参加、73冊選書：貸出60件

●新年度学生アドバイザー活動開始
9名体制（現代政策学部1名、経済学部2名、

経営学部4名、理学部数学科1名、薬学部薬学科1名) 

●TKCローライブラリー利用講習会
5/26 106名参加

 就職課共催DVD上映会（2/22～23 計85名参加） 同時開催 

●日経テレコン利用講習会 2/22 25名参加

●東洋経済 利用講習会 2/23 24名参加
デジタルコンテンツ 

ライブラリー 

●PRO.ch利用講習会
6/28 23名参加

1 71冊 Oさん 現代政策学部1年生 

2 64冊 Tさん 現代政策学部3年生 

3 61冊 Mさん 薬学部薬学科4年生 

4 49冊 Fさん 別科 

5 48冊 Yさん 薬学科1年生 

6 47冊 Wさん 数学科4年生 

7 46冊 Kさん 薬学科3年生 

8 45冊 Yさん 薬学科2年生 

9 44冊 Oさん 薬学研究科2年生 

9 44冊 Nさん 薬学科2年生 

9 44冊 Tさん 経済学部2年生 

12 42冊 Sさん 経営学部3年生 

(位）
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2月の図書館彙報 

2/6 2017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。 

2/14 鶴ヶ島市立図書館協議会に出席しました。 

2/16 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。 

2/17  丸善ライブラリーセミナーに参加しました。 

2/21  全学SD研修会に参加しました。 

2/22-23 図書館・就職課共催 就活DVD上映会※を開催し、計85名が 

参加しました。 

※下記の利用講習会を同時開催 

2/22 『日経テレコン』 25名参加 

2/23 『東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー』 24名参加 

2/27  コンプライアンス研修会に参加しました。 

開架図書、書棚のアルコール清掃をしています。 

□□□ 平日 9：00～21：00 ■■■ 土曜 9：00～19：00

■■■ 日曜 9：00～17：00

■■■ 休館

年度開館予定QRコード → 

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QRコード → 

『日本の心 : アメリカ青年が見た明治の日本 』C・L・ブラウネル著 ; 高成玲子原訳 ; 富山八雲会編集 

桂書房．2013.6（210.6//B77) 

今月の紹介者：事務長補佐  関口 

 今から150年前、日本の歴史が大きく変わり近代国家へと歩み始めた明治期が始まりました。当時の政府は、産業

面や教育面などに西欧の先進技術や知識を取り入れるために多くの「お雇い外国人」を雇用しました。この本の著者

であるC・L・ブラウネルも明治22年に富山県と福井県の公立中学校の英語教師として雇用されたアメリカ人青年で

す。ブラウネルは、北陸での暮らしの中で経験した日本文化の素晴らしさ、明治の生き生きとした人々に深い関心を

抱きこの本を書き記しました。日本のお正月の素晴らしさや日本式お風呂で茹蛸状態になった失敗談など、面白さと

懐かしさを感じられる一冊です。ブラウネルは後年、大英博物館の非常勤講師として、日本の歴史と仏教に関する仕

事をしたことが記されており、「日本の心」に触れた日本での暮らしが彼に大きな影響を与えたことが分かります。 

Information 

卒業を迎える皆さんへ 

ご卒業おめでとうございます 

卒業後も図書館の本が借りられます 

●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。 

利用カードを作成します。  

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！ 

開催予定 

●英語論文執筆セミナー

 「アクセプトされやすい英語論文とは？」 

これから英語論文を執筆しようとしている 

博⼠課程・修⼠課程の学生、筆頭著者として論文投稿を行う 

若手研究者を主な対象としたセミナーです。 

●研究者向け論文剽窃チェックツール

 「iThenticate」説明会 

研究成果を投稿する前に、剽窃チェックツールを活用し 

適切な論文を投稿するための説明会を開催します。 

●化学科・薬学部生のための

 「SciFinder」利用講習会 

SciFinderは物質科学関連分野の情報を調べるのに便利な 

世界最大級のデータベースです。 

講習会はPC演習を行う形式です。利用登録も講習会の中で行います。 

※13:30、15:10どちらの回も同じ内容です。 

いずれも問合せ・申込みは図書館まで。 

図書館のPCおよびプリンターを 

3月に全台リニューアルします 

●リニューアル作業のため、一時的に

PCやプリンターを利用できない場合が

あります（都度ご案内します）。

あらかじめご了承ください。


