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  人々がより多くの本を読めば、世界はより平和で豊かになると信じていますか？どう思

いますか？考えてみてください。私は関係があると信じたい。なぜかというと、リテラシー

（読み書き能力）は、各国の社会的、政治的発展の重要な側面であると思われています。基

本的に識字率の高い国々では、社会、経済、政治が安定し、国民の豊かな暮らしが可能にな

ります。例えば、標準的な国際読み書き能力テストの結果をみれば、一貫して、日本、韓

国、シンガポールのようなアジア諸国が、世界ランキングのトップになっています。その3

カ国はすべて、安定した政治体制、教育かつ先進的な経済を誇っています。国際的にも影響

力、特にソフトパワーをもつ国でもあります。恐らくこれに反論する人は少ないと思いま

す。ただ、より最近の研究をみれば、この現実には変化が現れていることが分かります。

2016年の世界最大の識字率国別ランキング（WMLN – World’s Most Literate Nations）

調査では、世界の識字率をどのように見直すかが再定義されています。1） 

 

  最近のIT技術的進歩により、私たちの読み書きの習慣はかなり変化してきました。いく

つかの国はより速く、より良くグローバル化に適応しています。そのため、WMLNの調査

では、世界の識字率状況をより現実的に把握するために、新しい指標が導入されました。国

民の識字率の計算に含まれるより興味深い新しいカテゴリーの中には、全国紙のオンライン

版の数、全国の図書館や本の数、国の教育費、世帯あたりのコンピュータ台数などがありま

す。新しい計算に基づいて、スカンジナビア諸国は世界の識字率ランクの上位を奪っていま

す。フィンランドは現在世界で最も識字率の高い国であり、ノルウェーとアイスランドがそ

れに続いています。 61カ国のうち、日本は32位にランクされ、リストの中央に位置してい

ます。 

 

 この研究の最も重要な結論は、読み書き能力だけでは、識字率の高い社会にとっては十分

ではないということです。市民はまた、多くを読む必要があります。図書館、図書、新聞、

コンピュータへのアクセスが比較的一般的な国では、より多くの人が読む傾向にあり、最終

的に社会的革新と適応能力が高くなると思われます。もっと多くの本を読むことは、実際に

はより多くの繁栄、そしておそらく幸福につながるかもしれません。結局のところ、フィン

ランドは世界で最も幸せな国だとも言われています。世界最大の識字率国別ランキングにつ

いてもっと知りたい方には、2016年にJohn W. MillerとMichael C. McKennaが書いた

「World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters」(Routledge出版社)をぜ

ひお勧めしたいと思います。 

 

 

1) World’s Most Literate Nations (WMLN)-Central Connecticut University,  

   http://www.ccsu.edu/wmln/ アクセス：2018年5月25日 
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知って得する！図書館活用術 

 新入生応援をテーマとした4・5月展示 

「Let's Start Campus Life」の連動企画として 

 5月に図書館クイズを実施しました。 

 

図 書 館 ク イ ズ 

解 答 編 

 第１問 『朝日新聞』と『日本経済新聞（日経新聞）』の縮刷版は積層書庫の何階にあるでしょう？ 

朝日新聞や日経新聞は分かるけど、縮刷版って何だろう。積層書庫も入ったことのない場所だなあ。 

縮刷版とは、元の出版物を縮小して印刷したもののこと。実際の新聞サイズより

小さくしたものを製本（1冊の本のように綴じ合わせること）しています。 

実際に積層書庫へ学生アドバイザーと行ってみましょう！ 

書庫の入口は3階シラバスルームに 

あり、5層構造になっています。 
洋書や雑誌のバックナンバーなども 

置いています。新聞縮刷版は書庫の 

最上階であるM4階の奥にありました。 

縮刷版はひと月で1冊になっていて

夕刊も収録。インデックスで記事を

探すこともできるんです。 

第2問の答え「はしびろこう」 

 第２問 「嘴広鸛」の読み方は？ 『動植物名よみかた辞典』(3階・480.33//N71)で調べよう。 

 

 第1問の答え「M4階」 

図書館ホームページ（トップページ）にある、それぞれのバナーから利用できます。 

聞蔵Ⅱビジュアル 

朝日新聞 創刊号からの記事を収録。 

日経テレコン 

日本経済新聞社が発行する新聞の記事を収録。 

企業情報も検索できます。 

新聞記事は 

データベースで

も検索可能です 

これ動物の名前なの？！ 辞典・事典は「参考図書」の棚にあるんだよね。行ってみよう！ 

参考図書(辞典・事典類)は 

緑の専用ラベルが目印。 

『動植物名よみかた辞典』 

は、漢字の画数で調べる 

ことができます。 

嘴広鸛がどんな

姿なのか。ぜひ

図鑑で確認して

くださいね。 

480.33 

N71 

 

「嘴広鸛」の読みは 

「はしびろこう」でした！ 
請求記号(背ラベル)の 

1段目「480」は ”動物“ を 

表す分類番号です。 



最新号からバックナンバーまで巻号を指定して 

検索したり、キーワードで記事を探せます。 

 第３問 「日経BP記事検索」で『日経ビジネス』(2017/09/25号、15ページ)の見出しを確認し、 

      「第1の○○○は大学3年の夏に シューカツ戦線はさらに早期化」の○○○を埋めよう。 

日経BP記事検索(サービス)は、日経BP社が発行している雑誌の記事を検索したり 

読んだりできるデータベースです。早速使って、問題の答えを見つけてみましょう！ 

  「日経BP記事検索」で読めるもの（一部） 

●ビジネス関連：日経ビジネス、日経ビジネスアソシエ  

●医療関連：日経メディカル、日経ドラッグインフォメーション 

●科学関連：日経サイエンス、日経エレクトロニクス 

●PC関連：日経コンピュータ、日経パソコン 

●その他：日経ヘルス、日経食品マーケット、 

     日経TRENDY、日経エンタテインメント! など 

図書館ホームページ 

（トップページ）のバナー 

からログインできます。 

第１のピークは 

大学３年の夏に 
シューカツ戦線は 

さらに早期化 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

日経ビジネス 

2017.9.25 

「第1のピークは大学3年

の夏に」という見出しは

もちろん、本文も冊子と 

同じように読めます！ 

第3問の答え 

「ピーク」 

アドバイザー通信 
学生アドバイザーからの情報・お知らせを発信します 

 三森 優人(経営学部4年)のおすすめ図書は…  

『やる気! 攻略本 : 自分と周りの「物語」を

知り、モチベーションとうまくつきあう』 

金井壽宏著．ミシマ社．2008 

新年度から２か月が経ち、「やろう！」と決

めていたことがいくつできましたか？「なか

なかできていない」「やる気が起きない」と

いう方にこの本をおススメします！“やる気”

の起こし方について具体例を挙げて紹介して

いるので、自分のケースと照らし合わせて読

むことができます。まずは、

巻末のやる気語録を読んでみ

てはいかが？ 

 ※『やる気!攻略本』は学生選書で選ばれました。 

   近日中に図書館に並ぶ予定です。 

「日経BP記事検索」って何ですか？ 

川原 孝太(経営学部3年)のおすすめ図書は… 

『嫌われる勇気 : 自己啓発の源流 

「アドラー」の教え』 

岸見一郎, 古賀史健著 

ダイヤモンド社．2013.12（146.1//

Ki58) 

「どうすれば人は幸せになれるか」と

いう問いに、フロイト、ユングと並ん

で「心理学の三大巨頭」とされるアル

フレッド・アドラーの思想を青年と哲

人の対話形式で分かり

やすく書かれた本で

す。自信が持てない

な…不幸だな…と思った方、この本を読んで人生の

考え方を変えましょう！ 

書評家の卵 推薦図書 
学生アドバイザーが書評家になったつもりで本を紹介します 

 第４問 文庫・新書コーナーで本を1冊借りよう！ 

この回る棚、1階の階段そばに 

あるね。ここに文庫や新書が 

置いてあるんだ。 

★本を借りてゴール！★ 
新書や文庫は手に取り

やすいサイズで、興味

をもったテーマの入門

書としては最適です。

科学専門の新書 

『ブルーバックス』も

あります。 

新しいものは回転式書

架に置いています。 

いかがでしたか。 

これからも、様々

な図書館活用術を

お伝えしていきま

す。 



『スタジアムの宙にしあわせの歌が響く街 : スポーツでこの国を変えるために』天野春果著 

 小学館．2016.11（783.47//A43) 

今月の紹介者：利用者サービス担当 吉實 

 Jリーグには「ホームタウン活動」というものがあります。これは、地域社会と(その地域をホームとする)チームが 

一体となり、人々が心身ともに健康で楽しく過ごせるよう努力している活動です。中でも川崎フロンターレは、他の

チームが取り組んでいないような、話題性のあるイベントを次々に開催しています。その仕掛人が、プロモーション 

部長(当時)で、この本の筆者である天野氏です。 

 川崎フロンターレは、2016年、2つの大きなイベントを開催しました。一つはスタジアムと国際宇宙ステーション

ISSとのリアルタイム交信。もう一つが、岩手県陸前高田市での試合開催です。開催数年前の小さなきっかけから 

始まったこの2大イベントは、大成功をおさめます。しかし実施までの道のりは険しく、幾多の壁が立ちはだかり 

ました。それでも筆者は、長年培った人脈を駆使し知恵を絞り、ある時は回り道をし、またある時は幸運に恵まれ、次々に壁を乗り 

越えていきます。サッカーチームの話ですが、サッカーの話はほとんど出てきません。仕事や研究に行き詰まった時、一歩前に踏み 

出したい時、ぜひ読んでみてください。 

Information 

5月の図書館彙報 

5/8 埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)平成29年度第4回幹事会に 

 出席しました。 

5/9 姉妹校ポーランド・ウッチ大学来賓が図書館を見学しました。 

5/16  埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)第31回総会に出席しました。 

5/18  平成30年度大学図書館シンポジウム「大学教育のICT化と著作権法改正： 

 学習資源のデジタル化と図書館資料の活用」に参加しました。 

5/21-6/2 学生選書2018Part1を実施しました。 

5/24 平成30年度第1回防災会議に出席しました。 

5/25 平成30年度第1回図書館合同(運営・選書)委員会を開催しました。 

  

■オープンキャンパス（5/27） 

 合計67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 

■図書館見学（5/24,25） 

 高校生合計50名が図書館を見学しました。 

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

第15回ライブラリーラウンジ「問題解決ストーリー」 

6月6日（水）15:10～16:40 

講師：馬場 純一 氏（図書館地域アドバイザー） 

会場：図書館５階 

主催：図書館学生アドバイザー 

講師プロフィール 

会津若松市出身東海大学工学部卒業後、輸送機器内装会社に入社。  

品質管理課長、生産課長、製造部長、工場長、生産本部副本部長をご経験。 

1年半の海外駐在、新入社員教育、新入社員面接官をご経験。 

 

楽しく 

学ぼう 

図書館主催研究倫理講演会（著作権も含めて） 

6月12日(火) 16：50～18：20 

講師：時実 象一 氏（東京大学大学院高等客員研究員） 

場所：18号館101教室 

対象：学部生、大学院生、教職員 

事前申込み締切：6月5日（火） 

講師著書 

『コピペと捏造 ： どこまで許されるのか表現世界の多様性を探る』樹村房．2016.11（021.5//To33） 

『デジタル・アーカイブの最前線 ： 知識・文化・感性を消滅させないために』(ブルーバックス) 講談社．2015.2（408//B59//1904） 

ほか ※上記いずれも図書館で所蔵しています。 

講演会、ライブラリーラウンジの【申込み】は  

カウンター またはメール library1＠josai.ac.jp へ  


