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前期もあと少しですね。7 月 23 日（月）からは夏休みの長期貸出（返却日は 9 月 24 日）が始まります。
新作、話題作、課題図書はすぐ借りられてしまいますので、狙っている本があったらお早目に！

「英和の図書館ってあなたにとって何ですか？」
2018 年 5 月、図書館エントランスにホワイトボードを設置し、利用者の皆さまに「英和の図書館って
あなたにとって何ですか？」という質問をしてみたところ、1 か月間で 67 名の方からコメントを頂きま
した。寄せられたコメントから多く出てきた言葉を抽出したところ、英和の図書館がどのように使われ
ているのかが少し見えてきました。また、素敵なコメント、ユニークなコメントも寄せられましたので、
あわせてご紹介させて頂きます。

【多く出てきた言葉】
順位

言葉
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場所・所
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言葉

出現回数

54 回

6位

空きコマ

6回

勉強・学習・課題

22 回

6位

パソコン

6回
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知識

11 回

6位

リラックス

6回

4位

寝る・昼寝

9回

7位

静か

5回

5位

暇・時間つぶし

8回

7位

読書

5回

図書館＝「場所」と捉えている方が一番多く、
「勉強・学習・課題」をやる他に、
「空きコマ」の「暇・
時間つぶし」に「リラックス」もできる「場所」と認知されているようです。
「知識」を得る場所と認知
されていることはうれしいことですが、一方「本」は出現回数 4 回（8 位）で、
「読書」や「本」より「パ
ソコン」が上位にあるという結果は、利用者が図書館に求める機能の変化、紙から電子へという媒体変
化も現れているように思います。
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【寄せられたコメントの一部】
＜図書館＝知識タイプ＞
・図書館とは…『知識の宝庫』
・新しい知識、考え、ファンタジーに出会う場所
・必要な知識を探す場所
・自分の知らない知識や考え方を知ることができる場所

などなど…

☆☆ 「宝」という表現が輝いて見えます！

＜居心地良い～お気に入りタイプ＞
・宿題のはかどる居心地の良い場所
・ソファーが気持ちいい
・英和で唯一のお気に入りの場所♡ 試験勉強の時毎回つかってまーす
・気持ちが落ちつく所です、特に疲れた時
・時間があっという間に過ぎる場所、休憩できる場所
・静かな空間でリラックスできるところ
・ひとりでゆっくりできる場所
・わからないことがあったらいつでも立ち寄れるところ

などなど…

☆☆ くつろげる図書館、大事なポイントです！
☆☆ 個人的には靴を脱いでくつろげて、触り心地のよいクッションも欲しいな！と思います。
<ひらめき～何かを受信しているタイプ＞
・新しい発想がみつかるところ
・いるだけで頭が良くなりそうな所
・向上心を高めてくれる、自分の知らないことがまだたくさんあると
思い知らされるところ。
・Wi-Fi がよくつながる場所
・不意にたまに行きたくなる場所
・自分の興味、関心が広がる、見つかる場所

などなど…

☆☆ 居るだけで勉強した気になったりもしますね。
<自由～逃避タイプ＞
・野良のアジト♡
・散歩しておもしろい本を見つける所
・現実逃避
・暑さからにげる

などなど…

☆☆ 図書館をアジトにして頂いているとは、光栄です(^-^)
☆☆ 寒さから逃げる時にもぜひ図書館へ！
※

☆☆は編集担当者のコメントです。

皆さま、参考になる素敵なコメントをありがとうございました。
長所をさらに伸ばし、益々活用してもらえる図書館づくりを心掛けたいと思います！
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ライブラリエ・貸出ランキング

電子図書館サービス LibrariE（ライブラリエ）を導入して 1 年が経ちました。この 1 年間の貸出ラン
キング上位 15 タイトルをご紹介いたします。
LibrariE（ライブラリエ）は、スマートフォン・タブレット・自宅のパソコンから電子ブックの閲覧・
貸出ができるサービスです。英和の蔵書としてはあまり揃えてこなかった軽めの読み物や旅行ガイドな
どもあり、借りることができます。ログイン方法等については図書館ウェブサイトをご覧ください。

No.

タイトル / 著者名

出版者名

貸出回数

1

プチプラおしゃれ図鑑

KADOKAWA

7

2

できる人の勉強法

KADOKAWA

6

3

SPEAK ENGLISH WITH ME!

KADOKAWA

5

4

大人のプチプラメイク術

KADOKAWA

5

ニューヨーク 2016 （ララチッタ 大人カワイイ女

JTB パブリッシング

5

6

子旅案内）
ホノルル '18 最新版 （ララチッタ 大人カワイイ

JTB パブリッシング

女子旅案内）

4

4

7

青春 18 きっぷで行こう （JTB の MOOK）

JTB パブリッシング

4

8

9 匹のねこが暮らす森のカフェの 12 ケ月

KADOKAWA

3

9

つながる読書術 （講談社現代新書）

講談社

3

ゼロからはじめて 600 点取れる TOEIC テスト勉強

KADOKAWA

10

11

法
ソウル '18 最新版 （ララチッタ 大人カワイイ女

JTB パブリッシング

子旅案内）

3

3

12

大学でいかに学ぶか （講談社現代新書）

講談社

3

13

漫画君たちはどう生きるか

マガジンハウス

3

骨格診断アドバイザーNAO の本当に「似合う服」で

KADOKAWA

14
15

人生が変わる
何を着るかで人生は変わる

三笠書房

3
2

※PDF 版をご覧の方は、表紙画像をクリックして頂くと、LibrariE のページに移動します。
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図書館 News

「これでバッチリ★先輩が教えるレポート講座」開催
2018 年 6 月 29 日（金）お昼休み、５号館のラーニング・コモンズ TILSHE において、標記講座を開催
いたしました。この講座は講師を WELL の 3～４年生が担当し、初めてレポートを書く１年生向けに開催
しているもので、今年で８回目を数える毎年恒例のイベントです。
今年度は昨年度に引き続き、国際コミュニケーション学科４年の小泉楓さんと矢島聡子さんが講師と
なり、参加した 39 名の英和生にレポート作りの基本、ダメレポート例の添削、本当にあったレポート体
験談を講義してくださいました。
講義後のアンケートには「短い時間のなかで、内容の濃い講座を受けることができ、参加して良かっ
た」
「ノートの取り方を教えて頂けたのがとても参考になりました」
「Wikipedia を使ってはいけないとい
うことを初めて知った」
「自分の意見をしっかりと持つことが大切だと思いました。その補強として図書
館をしっかりと利用していきたいと思いました」といった感想が寄せられました。

『読書の森へ 2018』発行します！
フレッシュマンセミナー（前期）の１コマを図書館で担当する「情報検索ナビⅠ」において、提出さ
れたブックレポートの中から特に優れた推薦文をまとめた『読書の森へ』を今年も発行する予定で準備
をすすめております。整い次第、図書館ウェブサイト -- 図書館刊行物からアクセスできるようにしま
すので、夏休みのお供（本）を探す際は、バックナンバーも合せてぜひ参考にしてみてください！
http://libweb.toyoeiwa.ac.jp/lib/kankou.html

６月２９日、気象庁は関東甲信越地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。統計を取り始めた
１９５１年以降、最も早い梅雨明けで、平年より２２日も早い夏を迎えています。
もうすぐ夏休みですが、大学の一斉休暇を除き、図書館は開館しています。Wi-Fi がつながって、充電
も OK、パソコンとプリンタがいつでも使えて、本も雑誌も新聞もたくさんある涼しい図書館にぜひいら
してください。

（編集担当：青山）
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