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もっと図書館を使いたくなる
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図書館学習応援団
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今回のテーマはニュースや日常生活で

よく知られている企業の創業者にス

ポットをあてて、彼らが何を目指して

会社を立ち上げようとしたのか、その

人物像と時代背景を中心に資料を並べ

てみました。さまざまな困難と闘いな

がら事業を拡大していく創業者のス

トーリーから現在の私たちは何を学ぶ

ことができるのでしょうか？

テーマ別展示「創業者に学ぶ
　昭和～平成の企業家列伝」

企
画
展
示

社会学部講演会講師：
中沢けい氏著作特集

「特別展示ヘレンケラーの手紙」&
「ヘレンケラー」と障がい者福祉のあゆみ

7 月 6 日に開催される桃山学院大学和泉

キャンパス移転 20 周年記念講演会「ヘレ

ンケラーの手紙」が開催されました。その

講演会に先立ち、日本の障害者福祉におい

てヘレンケラーが果たした役割について学

ぶ機会になればと、実際のヘレンケラーの

サインが入った手紙と本を 7月 31 日まで

図書館入館ゲート前に展示しています。同

時に障害者福祉に関する資料も館内に展示

していますので、この機会にぜひご利用く

ださい！

※ただし、7/13（月）～ 16（木）は中之島フェスティ

バルタワー 13 階ロビーにて展示

「インドネシアブックフェア」

6 月 24 日に開催された社会学

部講演会「上機嫌な大人になる

ヒント」の開催にあたり、講師

である作家の中沢けい氏の著書

を 6月末まで展示したところ、

たくさんの方々にご利用いただ

きました。

7月 2日～ 12 日まで開催された

インドネシア・ウィークにあわ

せ、図書館では国際教養学部の

小池先生に選んでいただいたイ

ンドネシアに関する本を図書館

1階メインカウンター前に展示

しました。さまざまな本やイベ

ントを通じてインドネシアとの

交流を深めてみませんか？

図書館では 6月～ 7月にかけて、レポートや論文など学生の皆さんの学習を応援する展示やイベン

トを続々と実施しています。図書館に来れば皆さんの問題を解決するヒントが見つかるかも？！

桃大図書館通信 MOTT 第 6 号はいかがでしたでしょうか。今回の MOTT の素では洋楽、邦楽さまざまなアーティスト関連の

本をピックアップしてみました。「え？こんな本もあるの？」とちょっと驚いた方もいるのではないでしょうか。もちろん

大学図書館なので学術書や専門書が多くなるのは否めないのですが、みなさんの知的好奇心を拡げるきっかけとなるようなおもしろい本も探せばたくさ

んあるのです。本が苦手！という方もまずは手に取りやすい本から読み始めてみませんか？夏期休暇の特別貸出もはじまりますよ！ (s)

編 集 後 記

特集！図書館学習応援団

レポート・論文相談コーナー　時間延長します！

通常受付 17：00 までの図書館１階レファレンスカウンターの利用時間を 7月 1日～ 24 日

まで 9：30 ～ 18：00 に延長します！ 資料の探し方・調べ方がわからない、OPAC で確認

したのにみつからない、データベースの使い方がわからない、レポートなどのテーマでよ

り深い内容の参考文献がみつけられないなど、レポートや論文でお困りのことがあればお

気軽にお立ち寄りください！

デキる大人養成講座

「図書館の資料でいろいろ調べてはみるけど、レポートや論文にどう使っていけばいいの？」そんな疑問にお

応えすべく、図書館ではレポート・論文だけでなく卒業後でも使える情報活用に関するセミナーを企画しまし

た！ 6月 30 日には理解を深めるような本の読み方を考える「本の読み方いろいろ」、7月 1日には情報を評価

する「はじめてのクリティカルシンキング」といった「大学生の『読む』技術」についてセミナーを開催しま

した。さらに 7月 2日には現在活躍中のプロのデザイナーである村田講師を招き、自分の発想を情報として伝

える「ウケる！プレゼンテーション」というセミナーを開催しました。図書館では今後もこのような情報活用

に関するセミナーを実施いたしますので、どんどんご参加ください！

新着おすすめ資料

小峯隆生『「炎上」と「拡散」

の考現学 なぜネット空間で

情報は変容するのか』祥伝社

日本人の半数がＳＮＳを使い、「全員が

ジャーナリスト」の時代。

「「いいね！」でヒット」と「デジタル処刑」

の分岐点は何かを考察する。

ネット空間での「祭り」を学問的に

解析・分析・評価・論考する 1冊。

宮入恭平『ＪーＰＯＰ文化論』彩流社

「社会背景がＪ－ＰＯＰに影響をもたらす」

という観点にもとづき、様々な議論 

を再確認。時代とともに変容する環境と

アイデンティティの関連を考察し、「Ｊ－

ＰＯＰ」の変遷を明らかにする。

黒沢永紀『軍艦島ー奇跡の産業遺産』

実業之日本社

世界文化遺産登録決定 !!

４０年前に閉ざされたままの軍艦島。かつては

日本の礎となり発展を支えてきた。　　

そこでの暮らしや歴史、近況などを紹介。

そして「炭鉱」という存在を、丁寧にひも

解いていく。

豊田義博『若手社員が育たない。「ゆとり

世代」以降の人材育成論』筑摩書房

まじめで優秀なのに成長しない。そんな

若手社員が増加している。

リクルートで学生・企業双方を長年研究

してきた著者が、彼らの世代的特徴、職

場環境、大学での経験などを考察し、彼

らを育てる方法を提案する。

007.3||KO64　1 階

767.8||MI74　2 階

219.3||KU76　1 階

336.4||TO83　2 階新書コーナー

図書館主催のセミナーについて
図書館では 6月 30 日～ 7月 2日に「デキる大人養成講座」という

イベントを実施しましたが、図書館で開催するセミナーにはそれぞ

れ目標があります。情報を集めるためのセミナーを基本として新入

生オリエンテーションや文献探索ガイダンスがあります。さらに情

報を理解・解釈するための「本の読み方いろいろ」、情報を評価す

るための「はじめてのクリティカルシンキング」など、情報を知識

として取り入れ、新たな知恵に変えていくための様々なセミナーを

企画しています。興味のある方はお気軽に図書館までお問い合わせ

ください。

情報収集
（Collection）

事実理解
（Fact）

内容評価
（Opinion）

発 想
（Idea）

資料やデータベース等を駆使し

て情報を網羅的に収集する。 

情報の書き手や発信者の意図

を的確に理解しながら読む。 

情報の内容を客観的に評価し

自分の意見を述べる。 

情報から新たな知見を見い出

す。 



もっと図書館を使いたくなる

tosho-rock festival 2015
夏休みの予定は決まりましたか？海に行く？花火に行く？海外旅行に行く？楽しみ方はいろいろですが、野外フェスに行く人も多いのでは？

今回の MOTT の素では「TOSHO-ROCK FESTIVAL 2015」と称して図書館蔵書のアーティスト関連の本をピックアップしてみました。

みんなも知っているあのグループや、もはや伝説ともいえるあの大物まで。本当にこんなメンバーが集まるフェスだったらスゴいのですが・・・。

tosho-rock festival 2015
ももいろクローバーZ
『ももクロ流 : 5人へ伝えたこと5人から
教わったこと』
川上アキラ著
２階一般書架 767.8||KA94

ももクロのマネージャーによる結成から現
在までの振り返り。アイドルマネージャーの
仕事内容についてもよくわかります。

THE ROLLING STONES
『キース・リチャーズの不良哲学 : なぜ
ローリング・ストーンズは解散しないのか』
アラン・クレイソン著 ; 西山友紀訳
２階一般書架 764.7||C76

ローリング・ストーンズ影の実力者の評伝。
図書館ではほかに『ミック・ジャガーの成功
哲学』もあり。2冊あわせてどうぞ！

MADONNA
『マドンナ永遠の偶像 (アイコン)』
ルーシー・オブライエン著 ; 宮田攝子訳
２階一般書架 767.8||O14 

クイーン・オブ・ポップともいわれるマドンナ。
高校時代はチアリーディングをしていたと
か。怒涛の半世紀が記されています。

ナオト・インティライミ
『世界よ踊れ : 歌って蹴って!28ケ国珍
遊日記』
ナオト・インティライミ [著]
２階文庫コーナー 290.9||N49 

世界28ヶ国を巡り歌って踊って蹴ったひ
とり旅の記録。あの人の前で「上を向いて
歩こう」を歌ったエピソードは有名です。

椎名林檎
『音楽家のカルテ』
椎名林檎 [著]
２階一般書架 767.8||SH32 

雑誌「SWITCH」でのインタビューを中心
に構成されています。数々のリアルな言
葉から創作への思いが伝わってきます。

THE BEATLES
『ザ・ビートルズ解散の真実』
ピーター・ドゲット著 ; 奥田祐士訳
２階一般書架 764.7||D81 

バンドが解散するにはそれなりの理由が
あります。華やかなビートルズのドロドロし
た部分（特にカネ）を知りたい方に。

大瀧詠一
『大瀧詠一Writing & Talking』
大瀧詠一著
２階一般書架 767.8||O83 

約900ページというボリュームで大瀧詠一
のすべてがわかります。大瀧詠一？「幸
せな結末」とか、聴いたことありませんか？

ピチカート・ファイヴ(野宮真貴)
『おしゃれ手帖』
野宮真貴著
２階一般書架 767.8||N94 

2001年に解散したピチカート・ファイヴの
野宮真貴。彼女のおしゃれ道指南書と
もいえる本ですが、装丁もおしゃれです！

JAMES BROWN
『ジェイムズ・ブラウン』
ステファン・ケクラン著 ; 鈴木知子訳
２階一般書架 767.8||KO22 

あのマイケル・ジャクソンにも大きな影響を
与えたジェイムズ・ブラウン。ゲロッパ！し
か知らない人もこれを読んだらJB通。

LADY GAGA
『Lady Gaga message : I 
always have a vision!』
written by Brandon Hust ; 
translated by Shizu Kawata
２階一般書架 767.8||H98 
過激なものからあたたかいものまで。
さまざまなメディアに掲載されたレディー・
ガガからのメッセージ集。

グループ魂（宮藤官九郎）
『え、なんでまた?』
宮藤官九郎著
２階一般書架 914.6||KU17 

パンクコントバンド「グループ魂」でギタリス
トも務める宮藤官九郎のエッセイ。
爆笑ではなく、クスクス笑えます。

忌野清志郎
『あの頃、忌野清志郎と : ボスと私の40
年』片岡たまき著
２階一般書架 764.7||KA83 

冷たいビールは「冷ビ（ツメビ）」、常温
のものは「温ビ（ヌルビ）」。元マネー
ジャーによる珠玉のエピソードが豊富に。

FOOD  COURT 

おにぎり
『 おにぎりレシピ101』
山田玲子著
２階一般書架 596.3||Y19 

その名のとおにぎりのレシピが101紹介さ
れています。なんと全文英訳付き。おいし
いおにぎり作りで英語力もアップします。

唐揚げ
『唐揚げのすべて : うんちく・レシピ・美味
しい店』
安久鉃兵著
２階一般書架 596.3||Y64 

日本唐揚協会会長でもある著者、安久
氏が唐揚げのすべてを語ります。この本を
読んだあとの晩御飯は唐揚げで決まり！

ハンバーガー
『ハンバーガーの世紀』
ジョシュ・オザースキー著 ; 市川恵里訳
２階一般書架 673.9||O98 

ハンバーガーチェーンを始めたのはみんな
も知ってるあのお店？ハンバーガー好きな
らハンバーガーの歴史を学びましょう！

INFORMATION

伝説のロック・フェスを知る！
『ウッドストックへの道 : 40年の時空を超
えて主宰者が明かすリアル・ストーリー )』
マイケル・ラング, ホリー・ジョージ-ウォーレ
ン著 ; 室矢憲治訳
２階一般書架 764.7||L24

50万人を集客した伝説のロックイベント、
ウッドストックの主催者による著書。舞台
裏が細かい部分まで書かれています！

小腹がすいたらこちらへどうぞ！

こんな本も

おすすめです！


