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D1-Law.com利用講習会を開催    

第21回ライブラリーラウンジを開催  

 

■ 

 

 

■  

オープンキャンパス 

7月（7/11・25） 図書館見学者 343名、キーワードラリー参加者 217名  

8月（8/9・21）   図書館見学者 271名、キーワードラリー参加者 164名 

見学（7/7・19）高校生保護者33名   

どうぞ、プリンを召し上がれ！  

  経済学部 教授 増山 隆    

 英国のプリン（注）は、日本のプリンと全然違います！今日は、デザート（食べ物）の話です。前職の時、数年間、英国ロ

ンドンに駐在していました。 

 1990年代後半ロンドンに赴任して間もないころ、英国風レストランでメインディッシュを終えてデザートの時間になる

と、ウエイターの男性が「どうぞ、プリンを召し上がれ」という。プリンは大好物なのでウキウキしたが、渡されたデザー

ト・メニューを何度みても、そこにプリンらしきものは一切なかった。それでも諦めずに「プリンをください」というと、

気難しそうな英国人男性のウエイターは、暫し私の顔を不思議そうに見ながら「プリンを出すのは、クリスマスの時だけだ

よ。特別なメニューだよ」という。作るのに24時間かかるんだ、とも言う。プリンを勧めておいて「プリンは無いよ」とい

う。おー、これは相当ヘビーな英国風ジョークか、自分が嫌われているかのどちらかな、と思った。しかし、私も諦めずに

首を傾げて不思議そうにそのウエイターの顔をしばらく見ながら、「でもメニューの表紙に大きくプリンと書いてあるのに

~」、と皮肉っぽくいうと「Oh! That’s our dessert menu.(おー、それはデザートメニューのことだよ)」という。余計わか

らなくなった。ロンドンではデザート全般のことをプリンと言うらしい。当時は、これはもう「お客様、お帰りください」

という意味かな、と思った。でもまだ諦めずにしかたなく、プリンに近いものをください、というと、スコーンが出てき

た。おいしくいただいたが、帰りがけにそのウエイターは、「プリンは、ヨークシャー（Yorkshire）へいけば、いつでも食

べられるよ」と言う。 

 それから数年して、ピーターラビット故郷の湖水地方（英国北部）へ自己運転で訪れた際に同じく英国中部のヨーク

シャー地方を通過した。ヨークシャー地方は、ビートルズの故郷リバプールにも近く、産業革命時は炭田、毛織物、鉄鋼業

などがあったらしいが、その面影もなく寂れた田舎であった。中心のヨーク市に在る古い赤レンガ造りの地元レストラン

で、「プリンを食べたい」といった。「プリンはないけれども、ヨークシャー・プリンはあるよ」という。Oh! またして

も、頑固な英国人に出くわした。今度こそ「ヨークシャー・プリンをください」と丁寧にいうと、「Thank you, very much, 

Sir!」と2倍丁寧に返ってきた。20分程待つと、何かが出てきた。「？？？な、なんじゃ、これは？」どう見ても、プリンに

は見えず、形はデニッシュに似ていた。でも、シュークリームの味がした。 

 北野佐久子氏の「イギリスのお菓子とごちそう アガサ・クリスティーの食卓」によ

ると、英国のプディングは何種類もあって一冊の本ができるほど多い、とのこと。

ヨークシャー・プリンも載っていたが20年前と同じ形のままであった。お～懐かし

い。長きにわたり食べ物に頑固な英国人気質が伺えた。コロナ後に、懐かしい英国に

行ってまたプリンを注文しま～す。ごちそう

さま。 

注：プリンとは、英国ではPudding プディ

ングのこと。 

月別展示 図書館員のおすすめ 

図書館彙報  

今年もこの季節がやって来た！ 

10月6日(水)開催のビブリオバトルを控え、 

歴代の発表本をズラリと展示します。 

インフォメーション 

・ 

詳細はコチラ 

ドイツ、北欧、イスラーム…いろい

ろな国の創造神話を集めた本です。

それらは美しいだけではなく、時に

恐ろしく、人が愚かだったり、神様

が横暴だったりもします。遥か昔の

人々がどうやって世界をとらえてい

たのかを知ると、その国の人たちが今も大切にして

いる「なにか」に触れられるような気がします。 

紹介者：甲田 

新コーナー 

数理データサイエンス関連の

本が置かれます。 

新しいコーナーが 
できます！ 

4限 START 
 オンライン開催 

 
詳細は 

コチラ 

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、開催するよ！ 

教育・研究用に教員が選んだマンガ

本と、マンガ本に関連した本が置か

れます。 

場所は３階シラバス 
コーナーの向かい側 

紹介された以下の本は図書館にあります。 

『イギリスのお菓子とごちそう アガサ・

クリスティーの食卓 / 北野佐久子著』 

（2F図書 383.833//Ki69） 

時間：4限 
開催方法、詳細につきましては 
図書館HPをご覧ください。 

学生アドバイザーが 
オンラインイベントを 
開催しました！

図書館HP https://libopac．josai．ac．jp/ 

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

https://bit.ly/3arFqnj 

カレンダーは図書館HPをご覧ください。 

P. 2 アドバイザー通信 

ヨークシャー・プディングって、こんな感じです。 

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/  

P. 1 巻頭言 P. 2 アドバイザー通信 P. 3 就活に使える資料を探してみよう 
P. 4 図書館員のおすすめ、インフォメーション  

https://libopac.josai.ac.jp/bibliobattle2021.html
https://libopac.josai.ac.jp/
https://twitter.com/lib_josai
https://bit.ly/3arFqnj
https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold2.htm#W-210901


どうしても大きな事業等

のテーマになると、経済

の話題になるので話につ

いていけるように経済学

を学びたいと思った 

7月2日（金）、図書館学生アドバイザーが就活
応援イベントとして、オンライングループワー
ク体験会を開催し、22名が参加しました。講師
としてキャリアサポートセンターの井口日出男
さんをお招きし、計2回のグループワークについ
てご講評いただきました。 

イベントを主催して 

アドバイザー通信 

キャリアサポート 

センターの井口さん 

１つ目の議題では、進行を務めさせてもらいまし

た。私たちのグループでは発表が１番初めだった

ので、普段では感じないプレッシャーを感じまし

た。文理混合のメンバーによる様々な意見交換が

なされ、時間内に上手くまとめて発表することが

できました。その後、講師の井口さんより頂いた

アドバイスを参考に、2つ目の議題に取り組みまし

た。そのおかげか、1回目より納得の

いく発表ができたと感じました。成

長が感じられる貴重な体験となり開

催できてよかったです。  

分けられたグループ内で役割
（リ ー ダ ー、タ イ ム キ ー
パー、書記、発表者）を決め
て話し合い、それぞれの結果
を発表しました。  

オンライングループワークの様子 

参加者の声 

学生アドバイザーに仲間が増えました！ 

水田記念図書館学生アドバイザー主催／キャリアサポートセンター協賛  

キャリアサポートセンター職員が選んだ
おすすめ本のほか、『業界地図』『就職
四季報』のほか、自己分析、SPI、面接
の対策本などが並んでいます。  

 就活に必要な 
資料が揃っている 
｢就活支援図書コーナー｣ 

生理学 

薬理学  

薬学科4年 

藤沢 菜摘 

経営学研究科 ビジネス イノベーション専攻2年  藤田  

得意分野をきいたよ。相談しに来てね！ 

1階「ブラウジン
グコーナー」には
新聞が置かれてい
ます。業界の情報
や面接に役立つ時
事問題を入手でき
ます。  

新聞で時事問題 
   に強くなる 
｢ブラウジングコーナー｣ 

ビジネス誌を読もう 
｢学生用雑誌コーナー｣ 

『週刊東洋経済』『日経
ビジネス』などのビジネ
ス誌があり、最近の情報
を入手できます。  

PC･スマホで 
検索してみよう 
｢データベース」 

 

 

 

企業情報 

新 聞 

雑 誌 

企業情報、新聞記事、雑誌記事

がキーワードで検索できるよ。

企業名でも探せるから、便利！ 

1. 相手を論破することが目的ではない 

2. さまざまな人とのグループワークに
慣れておく、実践する 

3.必ずしも｢正論｣がよいわけではない 

4. 意欲的に参加し、建設的に議論を 
 活性化させようとする姿勢をもつ 

さらに｢データベースが｣… 

 学外からも 
 利用できるように 
   なったぞ-!!! 

詳細は 

コチラ 

(理学部数学科1年) 

キャリアサポートセンターの井口さんに 
グループワークでの『成功のポイント』 
を教えていただきました。 

薬学科4年  

津久井 優希 

免疫学 

病態学 

薬学科4年 

守屋 朋香 

薬事法 

生物学 

薬学科4年 

永倉 未来 

医療倫理学 

英語 

薬学科4年 

中田 まりあ 

薬理学 

生物学  

薬学科4年 

松田 羽留香 

生化学 
理科 

スライドづくり 

『就職活動1冊目の教科
書』就活塾キャリアア
カデミー著 改訂版.  
 KADOKAWA , 2021  

『イッキに内定!SPI
スピード解法一問一
答』尾藤健著 高橋書
店 , 2021 

井口さん 
おすすめ就活本 

11月にデータべースの

講習会があるらしいよ！ 

詳細は図書館HPで発表 

されるから、チェック 

しなくちゃ！ 

図書館資料で就活の 
  レベルが上がった！ 

図書館には 

就活に役立つ資料が 

たくさんあるよ！ 

みんなも、ぜひ 

利用してみてくれ！ 

図書館にも就活に 
使える資料 たくさん  
あるんだって 

え！！ 
ホント！？ 

参加 

しなくちゃ！ 

https://libopac.josai.ac.jp/guide/tenji/images/listmini_186.pdf
https://libopac.josai.ac.jp/search/shukatsu/shukatsu.html#sien
https://libopac.josai.ac.jp/search/shukatsu/shukatsu.html#sinnbunn
https://libopac.josai.ac.jp/search/shukatsu/shukatsu.html#gakusei
https://libopac.josai.ac.jp/search/shukatsu/shukatsu.html#ti_dennsisiryou
https://libopac.josai.ac.jp/search/ezproxy/ezproxy.html?tab=Intro

