
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.1 巻頭言 P2-3. 2019年度の図書館 ～平成から令和への 1年を振り返る～ 
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P.1 巻頭言 P2-3. 特集「家でも、どこでも つながる図書館」 P.4 アドバイザー通信 ほか 

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:  https://ibopac.josai.ac.jp/ 

Webでつながる授業−学び 
水田記念図書館長 関 俊暢 

新型コロナウイルス感染防止を考慮し、今（5/28 時点）、大学は学生の入構禁
止、図書館も閉館状態になっています。5/11から全学でWebを用いた授業が開
始されていますが、学生がいないキャンパスは大変寂しく、学生だけでなく教職
員も不安な気持ちを抱えての新年度です。本号が発行される 6 月からは学生の
入構禁止は一部解除される予定ですが、まだ状況は不確定であり、いつ本来のキ
ャンパスの姿に戻れるかは不明です。その状況下、城西大学の教職員は、一丸と 

なって、学生の皆さんに安心で有効な教育を提供できるように工夫・改善に取り組んでいます。 
本格的な Web 授業は多くに教員でまだほとんど経験がなく、そのため各教員が実験的取り

組みも加えながら効果的な Web 授業を模索している状況にあると思います。その過程で分か
ってきたことが個人的に２つあります。 
・教室で学生たちの顔を見ながら話す場合と比べて、Webで教員が一方的に話すと、時間あた
りの情報量は３倍近くになってしまいます。 
・ライブで授業を行うとき、学生にチャットの書き込みを許可すると、学生は色々コメントを
くれます。教室で「何か質問はありませんか」という問いに応えられることは稀ですが、チャ
ットは本当にアクティブです。その多くが授業を助けてくれます。 
城西大学は 90 分授業ですが、この時間を教員が情報を伝えることだけに使ってしまうと、過
剰な情報提供になってしまいます。ですので、その時間は 30 分程度に抑え（それでも十分な
量の情報提供は可能です）、残りの時間を学生自身が考え、理解を確認できるように、演習や質
問に当て、チャットなどを利用して疑問点を受講者全体で共有すると、教室で行なってきたも
のより、より能動的で高い教育効果が得られる授業も可能ではないか、そのような期待を持ち
つつあります。 
 Web授業で問題になるのが、学生への教材の提供です。必要な教材を全て教員が直接学生に
配布するには大きな負担が生じます。水田記念図書館では、多くの電子書籍や電子ジャーナル
との契約を結んでおり、学生が自宅から直接それらの情報にアクセスする方法も提供していま
す。図書館が、皆さんの有効なWeb学習に役立てればと思っています。 

｢家でも、どこでも、 
つながる図書館｣特集号 

家でも図書館を 
活用してね♪ 

図書館の開館状況が 
確認できるよ 

図書館 HP 
https://libopac.josai.ac.jp/ 

図書館 Twitter 
https://twitter.com/lib_josai 

お役立ち情報を 
つぶやくよ 

@lib_josai 
フォロー 
してね 

https://libopac.josai.ac.jp/
https://twitter.com/lib_josai


 
 
 
 
 

図書館に来てね♪……って今は無理じゃん！どうしよう！？ 
そんな時でもスマホから！PCから！図書館を大解剖しちゃおう♪ 

クリック！ 
→ https://libopac.josai.ac.jp/rpg/rpglogin.html 

図書館の中をゲーム内で冒険できる
「TOSHOKAN QUEST」の配信を
スタートしました。 
ゲームと侮ることなかれ。ゲーム
世界の中で、実際の図書館でできる
ことを学べるのはもちろん、ゲーム
ならではの体験が盛りだくさん。 
君も図書館で冒険体験してみよう！ 

図書館がゲームになっちゃった！？ 
いざ図書館探索へ出発！ 

家でも、どこでも、 
つ な がる 図書 館 

図書館ってどんなところ？ 

他にも場面別で役立つリンクが盛りだくさん。詳しくは HP をチェック♪ 

6：55 

使ってみよう！自宅編 

クリック！ 
→ https://libopac.josai.ac.jp/top/covid19.html#er 

「日経 BP 記事検索サービス」などの
普段は学内でしか利用できないもの
も、図書館に登録申請することで、期間
限定で自宅から使えるようになってい
ます。 

 

新型コロナウイルス感染症による臨時対応 
家でも使える 
図書館資料 
電 子 

ジャーナル 

 

デ ー タ 

ベ ー ス 

 

クリック！ 
→ https://www.youtube.com/watch?v=9yI0bWtwNmg 

図書館の中を動画でも見てみよう 

by図書館学生アドバイザー 

TOSHOKAN QUEST
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ほぼ100円Σ(ﾟДﾟ)!? 

家にいるから食費がか
かってしかたないと困
っているアナタに！！ 

『ほぼ 100 円飯  家にある材料で
ソッコー作れる最高に楽しい節
約レシピ』 
リュウジ 著 
KADOKAWA 
https://bit.ly/3dZF9aj 

https://bit.ly/3cGCxyb  

『狼と香辛料 1 （電撃文庫）』 
支倉 凍砂 著  
KADOKAWA 
/アスキー・メディアワークス 

狼少女ホロと行商人ロレ
ンスが中世ヨーロッパ的
な世界を旅する、経済に
ついても学べちゃうファ
ンタジー。でもそんなこ
とよりホロがかわいい
らしい。 

 

ニーチェと短歌？ 
この取り合わせの妙も
読んでみれば納得で
す！ニーチェの哲学が
わかりやすく紹介され
ている 1冊です。 

『もしニーチェが短歌を詠んだら』 
中島 裕介 著 
KADOKAWA 

https://bit.ly/3bCNz62 

https://bit.ly/2TgR8sm 

『秘太刀馬の骨 （文春ウェブ文庫）』 
藤沢 周平 著  
文藝春秋 

城下を騒がす謎の剣士
を追う、冴えない主人公
と遊び人！異世界ラノ
ベ？いいえ、舞台は江戸
時代。バディものの古典
です。 

「切なさの魔術師」の異
名を取る乙一の短編集。
所謂泣ける話が多いです
が、ハンカチよりもティ
ッシュのご用意を。この
切なさは鼻がツンとし
ます。 
 『失はれる物語 （角川 e 文庫）』 
乙一 著  
KADOKAWA/角川書店 
https://bit.ly/3g2gjbJ 

https://bit.ly/2AE2e4c 

『弁護士 YouTuberクボタに聞く
「これって犯罪ですか?」』 
久保田 康介 著 
KADOKAWA 

軽～い気持ちで投稿
した SNS。それがまさ
かの犯罪に？！実際に
あった裁判例を交えた、
とてもわかりやすい法
律の本です。 

https://bit.ly/2z6GKwn 

『異世界薬局 1』 
高山 理図 著 
KADOKAWA /メディアファクトリー 

異世界×現代薬学！？ 
医学博士が描く新感覚フ
ァンタジー。学生アドバイ
ザー藤田くんおススメ作
品です。 

実際の図書館ではあまり
見かけないジャンルの本
が目白押し♪ 
読みたい！がすぐ手の中
へ。詳しくは LibrariEを
チェック！ 

電子図書館 
LibrariE 

https://www.d-
library.jp/josai/g0101/top/ 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784040650012
https://bit.ly/3dZF9aj
https://bit.ly/3cGCxyb
https://bit.ly/3bCNz62
https://bit.ly/2TgR8sm
https://bit.ly/3g2gjbJ
https://bit.ly/2AE2e4c
https://bit.ly/2z6GKwn
https://www.d-library.jp/josai/g0101/top/
https://www.d-library.jp/josai/g0101/top/


 
 
 

      図書館彙報        

  5/7  オンライン・オリエンテーション開始   5/21～5/28 第 1回図書館運営・選書合同委員会開催（メール会議）   

  5/11  オンライン・ガイダンス開始       

5月 27日に委嘱式を行いました 

2020年度学生アドバイザー始動！ 

インフォメーション 

郵 送 貸 出 

 

 

図書館では来館しなくても利用できる

サービスを拡大します。 

ご自宅への貸出図書の郵送や、オンライ

ンからでも資料の相談を承ります。 

詳細は図書館ホームページへ。クリック！→ https://libopac.josai.ac.jp/ 

リーダー 

松浦
まつうら

侑希
ゆうき

 

今年度はオンライン業務からスタート
となりました。 
様々な学部のメンバーも揃いました
が、出来ることは限られてしまうかも
しれません。 
しかし、出来ることに全力で取り組む
ことを目標に頑張っていきたいと思い
ます。（経済学部４年） 

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 

開館時間 
月～土 9:00～17:00 
 
内  容 
・貸出・返却 
・資料の閲覧・コピー（複写） 
・ILL 受渡し・現物貸借の閲覧 

今年は Web 会議ツール（Microsoft Teams）を使い、
オンラインで委嘱式を行いました。 
館長から直接手渡しで委嘱状を受け取ることはありま
せんでしたが、大変な状況下でも皆元気な様子を伝え
てくれました。 
今年度の活躍も期待できますね。 

サブリーダー 

鷹野
たか の

朱里
あか り

 

今年度の学生アドバイザーの活動は 
オンラインでスタートとなりました！ 
以前のような支援ができるか未知数な
ところもありますが、メンバー全員で
試行錯誤しながら、一体となって頑
張っていきたいと思っています。 
（現代政策学部4年） 

サービスを限定して開館します 

6 月 1 日（月） 

スタート! 

クリック→ https://twitter.com/lib_advis 

図書館アドバイザーTwitter 
@lib_advis をフォローしてね！ 

卒論・修論・レポート課題

など、必要な図書館の資料

を郵送します。 

学生ハ送料無料ホニ！ ご自宅にいる皆さんをサポートします 

PCは使用不可、閲覧席は 
2時間までの利用となります 
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