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もっと図書館を使いたくなる

桃大生のための図書館通信

冬の企画展示特集！

データベースのお話
　　/新着おすすめ資料
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論文やレポートや自分の将来など･･･いろいろ悩む

ことが多くなるこの時期。図書館ではレポート・論

文の書き方とキャリア形成に関する資料を集めて展

示しています。

ただレポート・論文やキャリアについて知りたいと

いう人だけでなく、調査方法やわかりやすい表現を

知りたい人、社会人としてのスキルや仕事の現場か

ら学びたい人など、自分のニーズに合わせて選びや

すいように展示しています。

自分にはまだまだ関係ないと思っている人も、早め

に読んでおくことで役に立つ情報が満載です！

「自分のキャリアを創る」

講演会関連資料

「話題のニュースについて学ぼう」

集団的自衛権や TPP、マイナンバー制度など、これ

から私たちの将来に影響を与えるニュースが飛び交

う昨今、ニュースに出てくる内容についてもっと知

りたい！と思う人は少なくないはず……

そんな人のためにニュースによく出てくる事柄に関

する本をセレクトして展示しています。比較的わか

りやすく説明しているものを選んでいるので就職活

動や資格試験対策などにも役立ちます。

「ねこ本あります」

図書館では講演会の内容に因んだ資料を

入館ゲート前に展示しています。講演会

の講師が執筆されたものも展示していま

すので、合わせてご覧ください。

最近流行っているゲーム「ねこ

あつめ」に因んで、本で「ねこ

あつめ」してみました。ネコの

生態だけでなく、小説や川柳、

エッセイ・民俗学・産業・町お

こしまで様々な分野で活躍する

ネコについての本がいっぱい！

ネコ好きの人もそうでない人も

必見です。

木枯らしの吹く季節、家の中で過ごす人も多いのでは？

身近な話題から将来のキャリア設計まで･･･じっくり読める本がいっぱいです。

冬
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！桃大図書館通信 MOTT 第 7 号はいかがでしたでしょうか。今回の日「本」地図の本、ピックアップが大変でした。ひとつの

都道府県でも歴史、名所、人物、食べ物、お酒（個人的に一番興味あり）など、探し始めるといろいろな本がありました。

いろいろな本があるということは、それだけいろいろな見方ができるということです（大阪もオバちゃんだけではありません！）。何か物事について知

りたい時、みなさんにはいろいろな本を読んで、いろいろな見方ができるチカラを身に付けて欲しいと思います。(s)
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本
を
探
す

データベースで本を検索する際は、資

料の内容ではなく所蔵場所を探すため

に使います。

本（図書）には速報性に欠けるがテー

マごとにまとまった情報が手に入ると

いうメリットがあります。

データベースを使わなくても Yahoo! や Google といった検索エンジンで十分と思っている人も少なからずいると思います。

レポートや論文作成のためには、検索した膨大な量の結果の中から信用できる質の高い情報を選ぶ必要があります。

データベースを利用する際には探索経路・探索内容・正確な場所を意識して検索してみると、情報探しの効率がグッとあがります。

そんなデータベースの資料ごとの特徴についてご紹介します。
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記事・論文がどの資料の中に書かれて

いるのか、その資料はどこに所蔵して

いるのかを確認します。内容そのもの

が掲載されている場合もあります。

専
門
機
関
が
提
供
す
る
情
報
を
探
す

内容そのものが公開されているため、

印刷媒体と同レベルの質の情報を入手

することができます。

法情報や企業情報など、専門機関が提

供する電子ジャーナルのような機能を

もつものがあります。
記事・論文の内容には速報性があり、

テーマごとにコンパクトにまとめら

れているというメリットがありま

す。ただ、情報が部分的である場合

が多いため、ある出来事の長期間に

わたる経緯や関連事項等を知るには

限界があります。
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（朝日新聞）

ヨミダス
歴史館
（読売新聞）

毎索
（毎日新聞）

日経テレコン
（日経四紙ほか）

桃大図書館資料対象

主に全国の大学図書館が中心

公共図書館所蔵も検索

学術論文などに強い・本文リンクも検索

商用雑誌も一部対象

法情報専門データベース

企業情報専門データベース

新聞データベース

DVD新着おすすめ資料
加藤文俊『おべんとうと日本人』　草思社

おべんとうはメディア？モバイル？ソー

シャル？

そのちいさな箱で誰かとつながっている。

「おべんとう」と私たち日本人の関係を  

コミュニケーション論、メディア論の観

点から社会学的に読み解く、ありそうで

なかったユニークな食文化論。なんだか

お弁当を作りたくなる。

ジョゼフ・Ａ．マカラー著，ピーター・デニス絵

『サンタクロース物語　歴史と伝説』　原書房

今年もこの季節がやってきた。赤い上着に白いひげ、プレゼ

ントがいっぱい入った袋、そして魔法のそりとトナカイでお

なじみのサンタクロースは、どんな人なのか…。ミラの司教、

聖ニコラスに始まるサンタクロースの歴史と伝説を解説。

スージー鈴木『1979 年の歌謡曲』　彩流社

1979 年 ( 昭和 54 年 ) ニューミュージック

と歌謡曲、歌謡界はこの二つに分かれてい

た。アイドル不遇の時代と言われ、もちろ

んジャニーズ系は影も形もない。サザン

オールスターズは、異色のグループと呼ば

れていた。

1979 年の歌謡界を通して日本の大衆音楽の

歴史と未来を考える 1冊。

三木佳光『キャリアデザインハンドブック

　学生から社会人へ』

イワキ・プランニング・ジャパン

学生から社会人へ。就職活動、新しい働き方、

スキルアップのための解説書。

第１部　大学時代のキャリア形成

第２部　新しい仕事観（働き方）

第３部　産業社会で働くとは

第４部　就職活動のためのスキルアップ

383.8||KA86　2 階

198.22266||MA13　1 階

767.85||SU53　2 階

377.9||MI24　2 階

【ドキュメンタリー映画】

1.「世界の果ての通学路」

監督 : パスカル・プリッソ

ン

販売元 : 角川書店

 

2.「革命の子どもたち」

出演 : 重信房子 , 重信メイ

監督 :シェーン・オサリバ

ン

販売元 : マクザム

3.「わすれない　ふくしま」

監督 : 四ノ宮浩 

販売元 : オフィスフォープ

ロダクション

4.「天空からの招待状」

監督 : チー・ポーリン

販売元 : アミューズソフト



今年も残りあとわずか。年末年始に帰省したり、温泉
旅行に出かける方も多いかと思います。また、連日多

くの外国人観光客が来日し、大都市のみならず、地方の観光地にも訪れて
います。そこで今回は日本全国 47都道府県に関する本をピックアップし
て紹介します。あんな本こんな本。日「本」地図で旅しよう！

ディスカバー・ジャパン

『マッサンとリタ : ジャパニーズ・ウ
イスキーの誕生』
マッサンが夢を叶えた北の大地、余市。
蒸留所見学に行ってみたい！

『恐山 : 死者のいる場所』
下北半島にある霊場恐山。怖い話はあ
りません。生と死を考える 1冊。

『かなしみはちからに : 心にしみる宮
沢賢治のことば』 
生命、自然、修羅、永遠。岩手県の自
然を背景に素敵な詩が並びます。

『気仙沼ニッティング物語 : いいもの
を編む会社』 
地方創生のヒントが詰まった 1冊。気
仙沼の人はグローバルなのだそうです。

『学歴革命 : 秋田発国際教養大学の挑
戦』
英語での授業、留学必須、24 時間開館
の図書館など学びの刺激を受けます。

『庄内パラディーゾ : アル・ケッチァー
ノと美味なる男たち』
天国のような大地、庄内から「食」に
ついて考えることができる 1冊。

『日本一の蔵めぐり : 会津喜多方の迷
宮』
ラーメンもいいけど蔵もいい。素敵な
「蔵座敷」にくらくらしてみたい。

『絹の国を創った人々』
2014 年、世界文化遺産に登録された「富
岡製糸場と絹産業遺産群」。日本近代化
の原点となった富岡製糸場とは・・・。

『日光 100 年洋食の旅』
日本最古のリゾートホテル「日光金谷
ホテル」の料理。ぜんぶ食べたい。 

『闘う純米酒 : 神亀ひこ孫物語』
なんともめでたい名前の酒蔵、神亀酒
造の闘い。白ワインに負けぬ酒。 

『光圀伝』
本屋大賞受賞『天地明察』と対を為す、
大河歴史小説。

『東京駅「１００年のナゾ」を歩く』
赤レンガ、地下街、高層ビル……進化
し続けた「迷宮」。そのカラクリや未来
予測がわかる！

『ディズニー夢の王国をつくる』
誰からも愛されるディスニー。その夢
のパークはどうやって創られたのか。

『聞き書き横濱中華街物語』
中華街を代表する人物が、自らの半生
を交えてその歴史を語る。街の内側か
ら語られる、横濱華僑の歴史。

『「オリンピックの遺産」の社会学 : 長
野オリンピックとその後の十年』
メガイベントの正と負の効果を浮き彫
りに。2020 年以降はどうなるのか。

 『ウスケボーイズ : 日本ワインの革命
児たち』
山梨大学大学院で共にワイン造りを研
究した３人の若手醸造家の物語。 

『白菊』
百万人を魅了する「長岡花火」。なぜ花
火で泣けるのか。

『ちびまる子ちゃん大図鑑 』
サッカー大好き「ケンタ君」は現ガン
バ大阪監督のあの人ですね！

『細田守の世界 : 希望と奇跡を生むア
ニメーション』
富山県出身の細田守。「おおかみこども
の雨と雪」の舞台モデルも富山県。

 『18 きっぷ』
愛知、岐阜、三重に住む１８歳に取材し、
その素顔をポートレート写真とともに
紹介する。

『加賀屋 : 笑顔で気働き : 女将が育ん
だ「おもてなし」の真髄』
客室係が常に「笑顔で気働き」できる
理由は？なるほどのおもてなし。

 『ひつまぶしとスマホは、同じ原理で
できている』
ひつまぶし、小倉トースト、味噌カツ
とスティーブ・ジョブズの関係って？ 

『偉大なる、しゅららぼん』
琵琶湖畔の街・石走に住み続ける日出
家と棗家には、代々受け継がれてきた
「力」があった。

 『天空の蜂』
映画の原作にもなった東野圭吾の話題
作。福井県の原発を舞台に繰り広げら
れる人間ドラマ。

『1分間英語で京都を案内できる本』
清水寺を英語でどう説明しますか？お
すすめ京都まるごと８０トピックス。

 『お伊勢参り  江戸庶民の旅と信心』
日本中の庶民がお伊勢参りに熱狂した
時代があった。 

『大阪のオバちゃんの逆襲』
「アメチャン食べる？ハッカもあるで。」
あるあるだらけのオバちゃん本。

 『水洗トイレは古代にもあった　トイ
レ考古学入門』
平城京跡などから発掘されたトイレ遺
構から日本の排泄の歴史を科学する。 

『横山光輝マンガ大全』
鉄人 28 号から三国志まで、幅広い作品
を描き続けた横山光輝の夢と冒険あふ
れる世界を紹介。

 『ひとことの力　松下幸之助の言葉』
和歌山県出身。 松下幸之助の生の言葉、
話をまとめたもの。

『ゲゲゲの人生わが道を行く』
先日急逝した水木しげる。鬼太郎誕生
秘話など怒涛の人生がまるわかり。

 『わたしの小さな古本屋 : 倉敷「蟲文
庫」に流れるやさしい時間』
古本屋の店主が、店を始めてからこれ
までの様々なエピソードを綴る。

『出雲大社 : 日本の神祭りの源流』
その高さは何のためか？なぜこの場所
に立てられたか？祭儀と神殿の謎に迫
る。

『崖の上のポニョ』
宮崎アニメ「鞆の浦」を舞台に映画化
されたメモリアルブック。

『おそるべきさぬきうどん　麺地巡礼の
巻』　　ご存知、うどん県！香川県内の
うどん屋を「麺通団」が食べ歩き、そ
れをまとめた 1冊。

『未踏の大洞窟へ : 秋芳洞探検物語』 
秋芳洞の最奥部を目指すケイブダイビ
ング（洞窟潜水）。壮絶な挑戦。

『いろどり　おばあちゃんたちの葉っぱ
ビジネス 第 2版』
過疎と高齢化が進む町を「葉っぱビジ
ネス」の事業で救ったという実話。

『ヘタな人生論より夏目漱石』
文豪夏目漱石の作品を通して現代をい
かに生きるかを問う。

『軍艦島 : 奇跡の産業遺産』
世界遺産「ではない」部分が醸し出す
強烈なノスタルジーを主軸に軍艦島と
その生活を説く本。

『竜馬がゆく』
司馬遼太郎の代表作。幕末維新史上に
名を残す坂本竜馬の劇的な生涯を描く。

『明太子開発史 : そのルーツを探る』
開発史から流通、販売まで明太子につ
いてじっくり研究したい人にオススメ。

『沸騰 !図書館 : 100 万人が訪れた驚
きのハコモノ』
図書館 +カフェのスタイルがいまや当
たり前になりつつあります。

『奇蹟 風聞・天草四郎』
史上最大、そして最も凄惨をきわめた
一揆、天草・島原の乱。書き下ろし歴
史長編。

 『社長・溝畑宏の天国と地獄』　
高級官僚から大分サッカーチーム社長
就任、チームが日本一になった翌年会
社は財政破綻。その人物の謎に迫る。

『やっぱり芋焼酎 : 芋焼酎の楽しみ方』
薩摩大使にも任命された著者による芋
焼酎のすべてがわかる本。

『ひまわりと子犬の 7日間』（ＤＶＤ）
主演の堺雅人は宮崎出身。オール宮崎
ロケの心あたたまる映画。

『「沖縄シマ豆腐」物語 』
沖縄料理に欠かすことのできないシマ
豆腐。1丁 1キロであつあつ。


