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「知の宝庫」への誘い

大学での学修と 図書館活用法

鶴　衛 学長

工学部

宋　相載 先生

三熊 祥文 館長

大学図書館とは本来、その大学
の学生や教職員のために本や資
料などを保存して提供するのが役
割である。しかし、最近は電子情
報の収集や検索サービス、さらに
は他の公共図書館との連携や地
域住民への開放など、活動の幅が
広がっている。詳しくは本号の特集
をご覧いただくとして、私がここで強
調したいのは、本学附属図書館の
情報発信力の高さだ。つまり図書
館職員の対応力、発想力の素晴ら
しさについてである。

例えば、プロ野球の広島東洋
カープが25年ぶりのリーグ優勝を
達成した昨年秋、図書館で早速
カープ特集が展開された。1階の
自習室前の掲示板には、カープを
取り上げたスポーツ新聞の1面が
ずらり。2階の第一閲覧室ではカー
プ関連本のミニコーナー、3階メディ
アの森にはカープ関連DVDと雑誌
の特集コーナーがお目見えした。
張り紙のコピーはこんな具合。

「図書館にもカープ関連の資料が
たくさん！ この機会にぜひ利用して
はいかがですか！？」。カープファン
にはたまらないサービスである。恐
らく「カープが優勝したらこんな企
画をやろう」「ではどんな本や資料
があるか調べよう…」。職員たちが

議論を重ねて準備をしたことだろ
う。図書館を訪れていつも感心さ
せられるのは、常に何かしらのイベ
ントや特集が組まれていることだ。
「この本はお薦めですよ」といった、
ちょっとした手書きのコメントもここ
かしこにある。こうした職員の努力
の根底にあるのは「図書館に親し
みを持ってほしい」「もっと利用して
ほしい」と願うプロ魂だと思う。
いくら蔵書や資料がたくさんあっ

ても、最新の検索システムを備えて
いても、利用されなければ宝の持ち
腐れ。図書館は「知の宝庫」であ
る。その案内人の図書館職員に気
軽に声を掛けてみよう。近道を教
えてくれること間違いなし。さあ、自
分の宝を求めて、図書館へ行こう。

いざな

図書館の利用に関する一考察

白状すると、私は大学に入学す
るまで図書館をほとんど利用した
ことがありませんでした。そんな私
が曲がりなりにも図書館を利用す
るようになったのは、大学時代に
所属していた英語サークルでス
ピーチやディベートを行うために資
料集めをする必要に駆られたから
です。そういった場で人を説得す
るための話を構築するためには、私
の頭の中にある限られた知見だけ

では全く不足だったのです。このよ
うな図書館との関わり方は、ス
ピーチコンテストのような「祭り」の
存在が利用を後押ししてくれてい
たという意味で、昨年ここでも触れ
たビブリオバトルを思い起こさせて
くれます。
一方、このような私の図書館と
の関わり方と対照的なのが、私の
娘たちです。彼女らは読書の好き
な母親の影響で、地域の図書館
で毎週貸出冊数一杯分の本を借
りてきていろいろなジャンルの本に
親しみ、また翌週新たな本を借り
に行くということが小さい頃からの
習慣になっています。また、集中し

てレポートを書いたり、友だちと出
会える場としても活用しており、図
書館が生活に溶け込んでいるよう
です。
さて、学生の皆さんはどんな図
書館の利用の仕方をしています
か？上記のどちらかに似ていました
か？それとも全く異なる関わり方で
しょうか？図書館は、書物という対
象物への関わり方を問いません。
私たちは、あらゆるタイプの読者
を大歓迎します。本好きであろう
がなかろうが、とにかく足を運んで
ください。その賑わいを私たちは
熟成していきたいのです。

大学生活の中で、本学の図
書館の魅力や恩恵を感じてい
ますか？ これまで色々なことに

悩み、困っているとき、図書館は何度も私を助けてくれま
した。教育、研究はもちろん、進路に悩む学生の指導、
文化・芸術・歴史など、大きく敲けば大きく響いてくれる、
太鼓のような存在でした。
皆さんにとっても、図書館はそういう存在です。分野や
媒体、種目を問わず細かな学生ニーズに即応してくれる、
ありがたい存在です。図書館は情報収集と保管機能とあ
わせて、自学自習して自分を高める学修の場でもあります。
将来の進路や就活にも役立つ情報が宝の山です。
私は学生諸君に、一週間に一度は図書館にいき、書
架の迷路を歩きながら、思わぬ素敵な本や本物との“間
接的”な出会いを大切にしてほしいと言っています。自分
から変わらなければ何も変わりません。本物との出会い
は自分を変えるターニングポイントにもなります。ぜひ、図
書館の魅力を体感してみてください。

情報学部

長坂 康史 先生

生命学部

新田 和雄 先生

大学での学びの面白さは、
自分の目指す分野を深く掘り
下げ、専門分野の知識を修得

するところにあります。さらに、これまで触れたことのな
かった分野への興味を広げ、幅広い知識を修得すると
ころにあります。しかし、これらの面白さは待っていても
得られません。そこで活用したいのが図書館です。幅
広い知識に触れるため、いつもは訪れることのない書棚
の前に行き、自分の専門とは全く違う分野の図書を手
に取ってほしいです。きっと新しい出会いがあるはずで
す。
また、大学での学びは個人での学びから、共に学び
合う集団での学びへと変化してきています。図書館は学
びのために集う場所としても利用できます。ぜひ、グルー
プワークやディスカッションで活用してみましょう。
このように私たちの学びをさまざまな形で支えている
図書館を十分活用して、充実した大学生活を送ることを
期待します。

環境学部

小黒 剛成 先生

本学では、2016年度から新
たな教育プログラム「HIT教育
2016」を掲げ、建学の精神

「教育は愛なり」と教育方針「常に神と共に歩み社会に
奉仕する」のもとに、堅実な学力と豊かな人間力に満ち
た「学士力」を有する技術者の養成を目指しています。
この「HIT教育2016」では、シラバスに事前事後学習
の時間と内容を明記し、学生自ら予習復習を行い授業
に備えること、また科目の順次性や系統性を重視し、開
講期内で必要な科目を着実かつ系統立てて修得するこ
となどを目標に掲げています。本学附属図書館では、各
学部の分野に準じた豊富な専門図書を用意し、資料や
情報探しのサポートを行うレファレンスサービスや情報検
索指導を行っています。開講期ごとの系統立てた修得
のため、事前事後学習で分からない点があれば、本学
附属図書館を積極的に活用し、学修に努めるようお願
いします。　　　　　

図書館と私
小学生時代の私は、冒険
旅行を題材にした小説が好き

で図書室にあるものを読み終えた記憶があります。中
学、高校では読書感想文のために、手垢のついた本を
借りて読んでいました。その後、大学での研究生活に
入ると毎月担当する抄読会の題材さがしに図書館に通
いました。コピーを取ることを競っていた時代でした。
広島工業大学では、授業の準備や研究のため図書
館に大変お世話になっています。図書館は、いろいろな
サービスを提供してもらえるところです。新入生の皆さん
も専門科目の勉強やレポート作成に利用する場所になる
ことでしょう。そして、学生時代にいろんなジャンルの本
をできるだけたくさん読まれることをおすすめします。
生命学部で学ぶ内容は、医療や食品生命科学の進
歩にともなってどんどん新しくなっていきます。図書館をう
まく利用して、充実した大学での学修が送れるように期
待します。　　　　　
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GOAL！

スタートスタート

ゴールゴール

食品生命科学科
鈴木 七海 さん

建築工学科
西村 良太 さん

建築工学科
平野 望 さん

食品生命科学科
長久 祐美子 さん

がんばるぞ！

君も
工大
図書館マスター

将来
1級建築士
合格するぞ！

進路や将来の
ことについて
相談したい

TOEICや
資格の勉強
がんばりたい

今年中に
単位をいっきに
取るぞ！

その他貸出機器には、
ノートPC、iPad、

３Dカメラなどがあります。

■ ILLとは、他大学から本や論文
を取り寄せることができるサー
ビスです。

■ 購入希望を出すと、自分では
買えない本でも図書館に置い
てもらえます。

本を借りる、
DVDを観ることで
１日１個スタンプが
もらえます。

HIT LIB すごろく
※HIT LIB … Hiroshima Institute of Technology Library （広島工業大学附属図書館）のこと

図書館を上手に使って楽しいキャンパスライフ

図書館では色々な
イベントをおこなっています。

書店で本を選ぶ
ブックハンティング、
本を紹介して競う
ビブリオバトルなど。

pop
書いた

! 延滞しちゃった

ガーン

ダメ!

これに決めた！

お願いします！

この資格があると有利だよ

フムフ
ム

あちゃ～

朝いちばんで図書館へ。
自習室は8時半から
開いてるので
勉強がはかどる。

課題の本を探してるんだけど…見つからない！
そんな時には
→1・2・3が出たら
…HIT-OPACで調べる
2コマ進む

→4・5・6が出たら
…図書館スタッフに聞く
1コマ進む

面白い小説や自己啓発の本が読みたいけど、
何を読んだらいいかがわからない…。
そんな時は
おすすめコーナーで
本を物色。

宮島であげもみじを
食べて気分もアゲアゲ
3コマ進む

本を借りようとしたら
学生証を
忘れてしまった。
1回休み

午前の授業終わり！
サンドイッチを持って
図書館休憩コーナーへ。
雑誌を読みながら休憩♪

宮島で鹿に
追いかけられ
3コマ進む

次は英語の授業…。
図書館で電子辞書を
借りて授業へGO！

レポートを書くためにどうしても必要な本があるけど、
ここの図書館にはないみたい。そんな時には

→2・4・6が出たら
…購入希望　2コマ進む

→1・3・5が出たら
…ILL　1コマ進む 授業が終わったのでメディアの森へ。

新作のDVDを友達と
観ながら宿題も
終わらせよう。

ちょっと小腹がすいたのでお菓子を
食べてたらスタッフに注意された。
図書館は飲食禁止です！
1回休み

宮島で鹿に
通せんぼされ
1回休み

もうすぐTOEICの資格試験！
資格就職コーナーにはTOEICの
問題集もたくさん。
付属のCDを聴きながら勉強するぞ。

本を延滞してしまった！　
でも今すぐ本が借りたい…。
5コマ戻る

お好み焼き
ジュージュー
10コマ進む

ゼミや進路をどうしよう…。そうだ！
図書館学生アドバイザーさんに
相談しよう。

今日はブックハンティング！
街の書店へ行って本を選ぶぞ。 図書館のポイントカードがたまった。

オリジナルノベルティゲット♪
1コマ進む

今日は基礎生化学の授業で
アミノ酸について調べるので、
図書館で資料をコピーしよう。

延滞をすると、
延滞した日数分本が
借りれません。だけど
ＰＯＰを書くなどして、
延滞を解消する
方法があります。

ノート
パソコンです！

明日はレポートの提出期限日！
図書館でパソコンを借りて
一気に仕上げるぞ。

3 4図書館川柳 図書館を　利用してこそ　大学生 図書館川柳 ごくたまに　本より夢を　見ているね ZZZ
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オススメ本の紹介オススメ本の紹介 図書館チャレンジ企画図書館チャレンジ企画
建築工学科

福田 由美子 先生

植田 実、平地 勲  著／
平凡社

アパートメント
  ―世界の夢の
     集合住宅

世界の有名な集合住宅が紹
介された本です。築後30年

から古いものでは100年以上も経っている18
事例が取り上げられていますが、古くささは全
くなく、住み手が非常に魅力的に住みこなし
ている姿に、住まいの本質を感じます。最
小限の解説文とたくさんの写真で説明され
ていますので、写真集としても楽しめます。

知的情報システム学科
井上 和重 先生

森 博嗣  著／
講談社

喜嶋先生の静かな
世界 ―The Silent
 World of Dr.Kishima

工学系の大学に通う主人公
が、大学・大学院で過ごして

いく様子を描いた小説です。高校と大学はどう
違うのか、研究とはどういうことか、研究者は
何に取り組んでいるのか、など、大学での

「研究」という一面を、鋭く描いています。
研究している学生はもちろん、配属前の学
生にも手にとってもらいたい作品です。

草間 俊介、 畑村 洋太郎  著／
文藝春秋

東大で教えた
社会人学

働くことの意味と就職、会社
とはサラリーマンとは、転職する

か起業するか、結婚するのか子供をもうける
のか、人生とお金など工学系大学生であ
る皆さんが今後遭遇するであろう事柄と
そのリスクについて考えることができる
本です。自分の学生時代にもこんな
本があれば…。

阿川 佐和子  著／
文藝春秋

聞く力 ―心を
ひらく35のヒント

誰でもできる会話術の本で
す。最 近の学 生はコミュニ
ケーション能力が低いと言わ

れており、世間では上手な話し方のポイン
ト等がネットで拡散しています。しかし、
必要なことはまず「聞く」ことが会話する
という行動のスタートです。本書では聞
こうとする姿勢が重要で例えば相手の
気持ちを推し測るなど会話術の極意
を教えてくれます。

附属図書館
森保 信吾

谷口 忠大  著／
文藝春秋

ビブリオバトル
―本を知り人を知る
　書評ゲーム

平成27年度から本学でも開催し
ているビブリオバトル、その魅力は

何か、どうやって誕生したかなどが書かれて
いるのがこの本です。本の数の膨大さを
考えれば自分にとって本当に有意義な本
に出会うのは奇跡といえるかもしれませ
ん。機械的な検索操作ではなく人を通
して出会う本の中にこそ、そんな奇跡
的出会いがありそうです。

附属図書館
日高 綾乃

印南 敦史  著／
ダイヤモンド社

遅読家のための読書術
―情報洪水でも疲れない
　｢フロー･リーディング｣の習慣

「読書」に対する抵抗感を消す！
どんな人にも「1日1冊ペー

スの読書」を叶える1冊です。本を読むのが
遅い、積読ばかり溜まる…いま「本が読めない
人」が増えています。（図書館員ですが、私も
その1人でした）この本はそんな人たちへの救
済の書です。本を読まない人生よりも、本を読
む人生の方がはるかに楽しいと思っています。

川村 元気  著／
マガジンハウス

世界から猫が
消えたなら

当たり前にあるもの。側に
いてくれるひと。好きなもの。
その“存在”こそが、いかに

大切かを実感できます。それは、初めて
知る知識や経験も同じです。関わる人
や懸ける時間が糧となり、自分自身を形
成させ、高めます。悩む時や見つめ直
したい時に、この1冊を手に取ってみて
ください。きっと大切な何かに気づける
はずです。

西川 美和  著／
文藝春秋

永い言い訳

妻が事故死しても悲しめずにい
た作家が、同じ境遇の家族と
出会い立ち直っていく話で
す。何気なく毎日

を過ごすのではなく、大切な人とちゃんと
向き合っていこう。楽な方に流されず、
少しだけ面倒な方を選んでみよう。大事な
事が見えてくるかも……。
あなたは言い訳しない生き方、していま
すか？

地球環境学科
小西 智久 先生

附属図書館
杉浦 英里香

生体医工学科
竹内 道広 先生

附属図書館
竹内 由美

My Faborite 
Book

図書館タイルのBefore After !
図書館2階踊り場のタイルを
張り替えるにあたって、タイル
業者さんにいくつかイメージ
データを作ってもらいました！

ガウディ建築探訪記
スペインに行ってきました。スペインには世界的に有名なガウ

ディの建築作品が多数あります。その中でも有名な「サグラダ・
ファミリア大聖堂」を紹介します。

サグラダ・ファミリア大聖堂の前に立つとまず壮大さに圧倒され
ますが、細部に施された繊細な彫刻に感動しました。内部は天井
がとても高く、広い空間に降り注ぐステンドグラスの光がとても神聖
な気持ちにさせます。

そして何ヶ所かエレベーターがあり、上に行くことができます。上
に行くと独特な外壁や彫刻を間近にみることができ感動、眼下に
広がるバルセロナの街にサグラダ・ファミリア大聖堂のシルエット
がうつり感動。感動の後に待っていたのは暗くて長い螺旋階段を
ひたすら歩いて降りることでした。2026年に完成予定とのことな
ので、また完成したところを観に訪れたいです。

ちなみに図書館には、ガウディ建築に関する図書が多数あります。

ダンス   

フロアー！？

こじゃれた
カフェ風

滑走路
みたい

並木通りにある、ことりカフェ
木や空など、自然の温もりを感じます♪

ことりやフクロウを眺めながら、
カフェを楽しめます☆

ふれあい体験もぜひご堪能あれ！

袋町にある、ねこカフェ
内装がかわいくて長居したくなる居心地よさ♪

ねこちゃんとまったりと遊んで、
お気に入りのねこちゃんを

見つけましょう！

料金等の詳細はHPをご覧ください 鳥や猫の本が読みたくなったら図書館へ

Before

ことりカフェ

ねこカフェ

作家さんの作品、
雑貨も販売して
いました♪

ポイントカード
もあるよ♪

正面から見たサグラダ・ファミリア大聖堂

内部で天井を
見上げたところ

図書館にあるガウディに関する書籍の一部▶

ことりカフェとねこカフェに行きました♪

実際のタイルが
どうなったかは
図書館に
見に来てね

図書館川柳 ブラリとさ　時間つぶしに  ライブラリ 図書館川柳 4年間　1度はおいで　プチギネス5 6
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オススメ本の紹介オススメ本の紹介 図書館チャレンジ企画図書館チャレンジ企画
建築工学科

福田 由美子 先生

植田 実、平地 勲  著／
平凡社

アパートメント
  ―世界の夢の
     集合住宅

世界の有名な集合住宅が紹
介された本です。築後30年

から古いものでは100年以上も経っている18
事例が取り上げられていますが、古くささは全
くなく、住み手が非常に魅力的に住みこなし
ている姿に、住まいの本質を感じます。最
小限の解説文とたくさんの写真で説明され
ていますので、写真集としても楽しめます。

知的情報システム学科
井上 和重 先生

森 博嗣  著／
講談社

喜嶋先生の静かな
世界 ―The Silent
 World of Dr.Kishima

工学系の大学に通う主人公
が、大学・大学院で過ごして

いく様子を描いた小説です。高校と大学はどう
違うのか、研究とはどういうことか、研究者は
何に取り組んでいるのか、など、大学での

「研究」という一面を、鋭く描いています。
研究している学生はもちろん、配属前の学
生にも手にとってもらいたい作品です。

草間 俊介、 畑村 洋太郎  著／
文藝春秋

東大で教えた
社会人学

働くことの意味と就職、会社
とはサラリーマンとは、転職する

か起業するか、結婚するのか子供をもうける
のか、人生とお金など工学系大学生であ
る皆さんが今後遭遇するであろう事柄と
そのリスクについて考えることができる
本です。自分の学生時代にもこんな
本があれば…。

阿川 佐和子  著／
文藝春秋

聞く力 ―心を
ひらく35のヒント

誰でもできる会話術の本で
す。最 近の学 生はコミュニ
ケーション能力が低いと言わ

れており、世間では上手な話し方のポイン
ト等がネットで拡散しています。しかし、
必要なことはまず「聞く」ことが会話する
という行動のスタートです。本書では聞
こうとする姿勢が重要で例えば相手の
気持ちを推し測るなど会話術の極意
を教えてくれます。

附属図書館
森保 信吾

谷口 忠大  著／
文藝春秋

ビブリオバトル
―本を知り人を知る
　書評ゲーム

平成27年度から本学でも開催し
ているビブリオバトル、その魅力は

何か、どうやって誕生したかなどが書かれて
いるのがこの本です。本の数の膨大さを
考えれば自分にとって本当に有意義な本
に出会うのは奇跡といえるかもしれませ
ん。機械的な検索操作ではなく人を通
して出会う本の中にこそ、そんな奇跡
的出会いがありそうです。

附属図書館
日高 綾乃

印南 敦史  著／
ダイヤモンド社

遅読家のための読書術
―情報洪水でも疲れない
　｢フロー･リーディング｣の習慣

「読書」に対する抵抗感を消す！
どんな人にも「1日1冊ペー

スの読書」を叶える1冊です。本を読むのが
遅い、積読ばかり溜まる…いま「本が読めない
人」が増えています。（図書館員ですが、私も
その1人でした）この本はそんな人たちへの救
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川村 元気  著／
マガジンハウス

世界から猫が
消えたなら

当たり前にあるもの。側に
いてくれるひと。好きなもの。
その“存在”こそが、いかに

大切かを実感できます。それは、初めて
知る知識や経験も同じです。関わる人
や懸ける時間が糧となり、自分自身を形
成させ、高めます。悩む時や見つめ直
したい時に、この1冊を手に取ってみて
ください。きっと大切な何かに気づける
はずです。

西川 美和  著／
文藝春秋

永い言い訳

妻が事故死しても悲しめずにい
た作家が、同じ境遇の家族と
出会い立ち直っていく話で
す。何気なく毎日

を過ごすのではなく、大切な人とちゃんと
向き合っていこう。楽な方に流されず、
少しだけ面倒な方を選んでみよう。大事な
事が見えてくるかも……。
あなたは言い訳しない生き方、していま
すか？

地球環境学科
小西 智久 先生

附属図書館
杉浦 英里香

生体医工学科
竹内 道広 先生

附属図書館
竹内 由美

My Faborite 
Book
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ダンス   
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広島工業大学附属図書館行事写真

月 新入生オリエンテーション44

月 雑誌リユース66

月 オープンキャンパス77

月 ブックハンティング88

月 蔵書点検88

月 カープ V7 達成99

月 ビブリオバトル1010

月 図書館総合展1111

月 ＰＯＰワン帯ワングランプリ1212

開館時間について

図書館からの情報はこれをチェック！

ガイダンス・オリエンテーション

▶授業期間
［平　日］9:00～21:00
［土曜日］9:00～16:30

▶図書館ホームページ

▶学生休業期間
［平　日］9:00～17:00
［土曜日］9:00～12:30

館内のお知らせ、イベント、新着図書、開館カレンダーなど、最新＆詳細情報は
ココでチェック。図書館のブログ☆リブログも毎月元気にお届け中！

図書館ガイダンス・オリエンテーションをご希望に応じ行っています。

今年度の図書館学生アドバイザーのリーダーを務め
ます和田康太郎です。
私たちは図書館で困っている人のサポートをしたり、
勉強に関してや進路についての相談、また図書館
でのイベントの企画等の活動をしています。『理想の
自習室』の模型も製作しました。今後は、さらに多
くの学生に利用してもらい、より良い学生生活にす
るためのお手伝いができたらと思います。

▶図書館ニュース →リアルタイムな情報を随時メールで配信。
イベントのお知らせ、長期貸出情報など、こまめにチェックしてください。

▶図書館だより →年１回発行。
図書館が行っているさまざまな活動を紹介する広報誌。皆さんに図書館を使ってもらいたくなる
ような情報をお届けします！

▶延滞お知らせメール
本をうっかり返し忘れている方に、メールでお知らせ。

l ib-etsuran@it-h i rosh ima.ac . jp
082-921-4219

お問い合わせ連絡先

http://www.it-hiroshima.ac.jp/institution/l ibrary/URL

図書館学生アドバイザーにおまかせください

お気軽に
声をかけて
ください！

広島工業大学
附属図書館

広島市佐伯区三宅2丁目1-1
082-921-4189／FAX082-921-8958
library@it-hiroshima.ac.jp

■平　日
　15：00～21：00
■土曜日
　12：30～16：30

大学での学修と
図書館活用法
大学での学修と
図書館活用法
特集

『HIT LIBすごろく』
特集

『HIT LIBすごろく』

2017.4
74第 号

詳しくは図書館ＨＰ、または
館内ポスターのスケジュール
をご覧ください

表紙写真撮影協力…機械システム工学科　今村勇斗さん、環境学専攻　三浦綾菜さん


