
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図書館内において「蓋つき飲料」に限り持込み・飲用を一部許可しました 

 

図書館だより 
発行：西九州大学附属図書館 

    西九州大学短期大学部附属図書館 

 

2019（令和元）年９月１日発行 

第 ２ 号 

 

現在、図書館内での飲食は図書館利用規程により禁止としていますが、「蓋つき飲料」に限り図書館 

内への持ち込み、飲用を許可することとしました。下記のルールを守って、快適に図書館を利用してく 

ださい。 

記 

１．館内に持ち込みが可能なのは、ペットボトルや水筒に入った「蓋つき飲料」だけです。それ以外 

は、持ち込みを禁止します。（缶ジュース、ストロー付き紙パック飲料など蓋があっても密閉してい 

ないものや、ファーストフード店のコーヒーなどのように紙コップに簡易な蓋がついたものも禁止し 

ます。また、アルコール類も禁止します） 

２．飲むときだけ鞄から取り出して飲用してください。持ち歩いたり、机の上などに放置しないように 

してください。 

３．飲むことが可能なスペースは、閲覧席及びブラウジングコーナーのみです。 

  ＡＶコーナー、ＰＣコーナー、コピー機、書架や通路での飲用は禁止します。 

  なお、佐賀キャンパス東側個別机については、書架に近いことから禁止します。 

４．館内での食事は引き続き禁止とします。 

５．飲み物で図書館資料を濡らしたり汚さないよう注意を払ってください。 

  また、ボトルについた水滴などで、机や図書館の資料を濡らさないように注意してください。 

６．図書館資料を飲み物により汚損した場合には、規程により弁済していただくことがあります。汚損 

した場合には、そのまま返却せず、図書館職員までお知らせください。 

 

C o n t e n t s 

愛にあふれる「愛なき世界」から研究を考える 

健康栄養学部健康栄養学科 教授 久野 一恵・・１ 

 

私がおすすめする１冊 

  リハビリテーション学科 3 年 宮垣 宏規・・・・２ 

  短期大学部幼児保育学科２年 南里 有美 

  看護学部看護学科   ２年 境  優里 

～キャンパス通信 From 神埼～ ・・・・・・・・・3 

～キャンパス通信 From 佐賀～ ・・・・・・・・・4 

～キャンパス通信 From 小城～ ・・・・・・・・・5 

図書館のお仕事 Vol.2 

～カウンターではどんな仕事をしているの?～・・6 

発表！2018 年度 貸出ベスト 3・・・・・・・・・・・7 

編集後記 

 

図書館だよりに掲載されているクイズのうち、共通問題4問（第 1・2・4問）と所属するキャンパス通信のところの1問（第3問）

の計4問の答えをカウンターにある回答用紙に記入して、所属するキャンパスのカウンターに提出してください。 

締め切りは10月 4日（金）です。全問正解者には抽選でプレゼントが当たります。少し難しい問題もありますので、 

図書館に足を運んで、答えを探してくださいね。 

当選者の発表は、各キャンパスの図書館の掲示板にて発表します。お楽しみに！ 



  

愛に溢れる「愛なき世界」から研究を考える 

 

                     健康栄養学部健康栄養学科 

                     教 授  久 野 一 恵 

  

 

 

 

  

この小説は、国立 T 大学とその門前に店を構える洋食屋が舞台です。「愛なき」とタイトル

にありますが、実はさまざまな「愛」が丁寧に表現されています。それをあえて分類するなら

ば、「研究に対する愛」「他人に対する愛」「文章に対する愛」の３つです。 

 

主な登場人物は、植物の研究に打ち込む大学院生の本村さんと、料理人を目指す藤丸くんで

す。本村さんは、植物であるシロイヌナズナを研究対象にしており、気孔柄の Tシャツを自慢

気に着ています。シロイヌナズナの四重変異体が見つかることを信じて何日何日もチャンバー

の前に座り続けます。研究というものは実は単純な作業の積み重ねです。本村さんも、他人か

ら見ると「よく飽きないねえ」という単純作業を毎日繰り返していますが、研究に愛を感じて

いるので、それが、むしろ心地良いのです。その他の登場人物も研究をこよなく愛す、愛すべ

き人ばかりです。さつまいもの研究にぞっこんの教授、すぐに水やりを忘れる准教授、サボテ

ンのトゲに魅せられている大学院生。その人にしか理解できない世界に没頭している不思議な

人ばかりです。研究対象への無限の興味、絶えることのない探究心、中には命までかけて取り

組んだ人もいました。研究というのは、「愛に溢れる世界」なのです。 

 

一方の藤丸くんは、料理の修行中です。明けても暮れても料理のことを考えています。本村

さんが所属する研究室が主催する全国規模のセミナーで昼食と懇親会の料理を提供すること

になって、寝食を忘れてメニュー開発に取り組みます。食べる人のことを最優先に考え、料理

を通じて他人に喜びを提供することに愛を感じています。その愛を通じて本村さんを理解して

います。料理も愛を表す手段の一つなのです。 

 

最後の愛が、著者の三浦しをんさんの「文章に対する愛」です。美しい文章の連続に、心が

あたたまります。的確な表現に難しい実験操作も簡単にイメージできます。SNS 全盛の時代

で、文章で伝えるよりも、画像や LINE のスタンプでコミュニケーションする機会が増えてき

ました。それらは手軽かもしれませんが、私たちの感情はそんなに単純なものではありません。

一人ひとりの「生きる喜び」や「魂の叫び」を伝えるには「文章を書く力」が必要です。この

力は、考える力につながり、「人生の深さ」にもつながります。 

文章のあたたかさに包まれながら、研究の醍醐味を味わってください。 
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第 1 問（共通問題）：全員回答問題 

 図書館における複写は、著作権法第何条により、可能となっているでしょうか？ 

    ①第 31 条  ②第 41 条  ③第 51 条 

ヒントは、図書館の 

コピー機辺りにあり！ 

探しに行こう！！ 

『愛なき世界』三浦しをん著 

中央公論新社 



『しろくまちゃんのほっとけーき』 

わかやまけん作 こぐま社 1972 年 

『何もかも憂鬱な夜に』 

中村文則作 集英社文庫 2012 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私がおすすめする１冊 

 ３キャンパスの学生さんから教えてもらった、素敵な本を、ご紹介いたします。 

短期大学部 幼児保育学科 2 年 南里 有美 

私は幼い頃、親にたくさん絵本を読んでもらっていました。 

その中でも「しろくまちゃんのほっとけーき」という絵本が特に印象に残ってい

て、今でもよく読み返します。 

この絵本の魅力は、音があることだと思います。 

ホットケーキをフライパンで焼く場面では、ホットケーキの生地 

をフライパンに入れてから焼きあがるまでの過程に、音が何度も出てきます。「ぷつぷつ」や「ぺたん」な

ど擬音語があることで、見たり聞いたりして楽しむことができます。私も幼い頃、この絵本が好きで、よく

読んでもらっていたし、擬音語を真似して言って楽しんでいました。 

私は今、保育の勉強をしていて、幼い頃よりもたくさんの絵本と出会うようになりました。どの絵本も個

性があって素敵ですが、この絵本には音や絵など他の絵本にはない個性があります。 

皆さんもぜひ読んでみてください。 

『宇宙への秘密の鍵』 

ルーシー＆スティーヴン・ホーキング作 

岩崎書店 2008 年 
 

看護学部看護学科 2年 境 優里 

「宇宙への秘密の鍵」という本は、車椅子の物理学者として有名なホーキング博士が、

専門用語を使わず、子供でも宇宙のことがわかるようにと書いた冒険ストーリーです。 

小学生のジョージは、偶然、隣に住む不思議な科学者・エリックの家を訪ねることで物

語は進んでいきます。エリックは「コスモス」という最高頭脳をもつスーパーコンピュ

ーターを使い、宇宙空間への扉を開くことができます。 

その扉から、ジョージとエリック、そしてその娘を広大な宇宙へつれていって 

くれるのです。宇宙旅行ではどんなことをするのか気になりませんか？ 

厚い本に感じますが、カラーの写真があり、会話文も多く読みやすくなっていて、先のページをめくるのが、

いつのまにか楽しくなるはずです。 

私が宇宙や、星を見ることが好きになったきっかけの本、ぜひ読んでみて下さいね☺ 

リハビリテーション学部リハビリテーション学科 3 年 宮垣宏規 

まずは簡単にあらすじを紹介させて頂きたい。施設で育った刑務官の「僕」は夫婦を

殺した二十歳の未決囚人・山井を担当している。どこか自分と似た山井と接する中で、

「僕」が抱える、自殺した友人の記憶、大切な恩師とのやりとり、自分の中の混沌が描

き出される。 

この小説は決して気軽に、楽しく読めると言った代物ではない。重大犯罪と 

死刑制度、生と死、といった非常に暗く重い内容となっている。私がこれを読んで一番印象的だったのは「僕」

が主任と飲みに行った居酒屋での死刑制度についての話である。マスコミや世間が騒げば死刑、騒がなけれ

ば死刑じゃないというように、死刑基準の曖昧さやしっかりとした枠組みを作るべきということに共感した。

また施設長の「代々先祖から命が繋がれ、その先に自分がいる。だからその命は全て自分だけのためにある

と考えていい」、「罪を犯した自身には責任はあるが、自身の命そのものに罪はない」という言葉があるが、

これは命の真理であるかのように感ぜられた。この言葉は私の心の奥深くまで浸透し、救ってくれるかのよ

うにも感じ、自分はこれからも生き続けてもいいのだと諭された。 

非常に難しい内容だが、是非、いろんな方々に読んでいただきたい。 
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第 2 問（共通問題）：全員回答問題 

開講期間中（授業があっているとき）の閉館時間は、次のうちどれでしょう？ 

①20 時  ②17時 30 分  ③21 時 

 



『社会的行為の構造 1.総論』 

T.パーソンズ 稲上毅・厚東洋輔訳 木鐸社 

『タイ農村社会論』北原淳著 勁草書房 

『キングダム 53 巻』原泰久著 小学館 

『人生はニャンとかなる！』 

水野敬也・長沼直樹著 文響社 

 

～キャンパス通信 From 神埼～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故 酒井出先生（社会福祉学科）

より、沢山の貴重な資料を 

ご寄贈いただきました。 

大切に利用しましょう。 

多 目 的 室 

（自習室） 
 

今、話題になっている本や

各賞受賞作品などを置いて

います。図書館に来たら、

まずココを見てね！ 

話題の本コーナー 

同窓会寄贈本コーナー 新着図書コーナー 

話題の本コーナー 

          
何か面白い本ないかな～？ 

本選びに迷ったら…？  

おすすめのコーナーをご紹介します！ 

 

同窓会から毎年、後輩の皆さんに

おすすめの本を寄贈していただ

いております。注目作品も多い 

ので要チェック！今年映画化で 

話題の「キングダム」なども！ 

入口コーナーに 

置ききれない 

話題の本たちです。 

新しく入ってきた本を置いています。 

神埼キャンパス図書館の最新情報は

ココに！ 

 

さらに進むと 

 

入ってすぐ正面に 

その奥には 

図書館本館入口 

ブラウジングコーナー 

ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ
コ
ー
ナ
ー
裏
側
も
注
目
！ 

さかい いずる 

5 号館の図書館本館横に、誰でも使える自習室が 

開設されています。図書館開館時間内に使用でき 

パソコンもありますので、空き時間の自習などに、 

ぜひご利用ください！ 
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第 3 問（キャンパス問題）：神埼キャンパス所属の方はこちらを回答ください。 

    館内 OPAC のマウスポインタは何でしょうか？ 

       ①矢印  ②えんぴつ  ③本 



 

～キャンパス通信 From 佐賀～ 
 

 

  

『必死すぎるネコ』 

沖昌之著 辰巳出版 748/Hi 

愛らしいネコのあんな姿やこんな姿がたく

さん載っている、癒されること間違いなしの

珠玉の写真集です。最近何だか疲れたなあ…

という方にぜひおすすめです。 

 

新入生からよく聞かれること Q&A 

4 月は、何冊借りられますか？貸出期間は何日ですか？などが多かったです。 

 因みに、大学 1～3年生と短大 1年生の貸出冊数は 5冊まで、期間は 1週間です。 

 本がどこにあるの？などの資料の探し方もよく質問されました。 

図書館の本は分類で番号分けされています。コツがわかると割と簡単にみつかりますよ！ 

 新入生ではありませんが、6月に入ると文献複写の申し込みの仕方をよく聞かれました。 

図書館のHPに文献複写の申込み様式があるので、ぜひご利用ください。 

 図書館には学生の皆さんの手助けをする資料がたくさんあります。図書館をぜひご活用ください。 

  

ここではぜひ大人に読んでほしい「絵本」を紹介します。 

何か、思い出す事や気づく事があるかもしれません。 

『ルリユールおじさん』 いせ ひでこ作 理論社 726.6/Ru  

 本を大切にするおじさんと女の子の物語。パリの街の情景も素敵ですよ。   

『りゆうがあります』 ヨシタケ シンスケ作 PHP研究所 726.6/Ri  

はなをほじるのにも、ごはんをこぼしちゃうのにも理由があるんです。 

『なつのいちにち』 はた こうしろう 偕成社 726.6/Na  

せみやクワガタ、入道雲に夕立…夏の音を思い出す 1 冊。 

 

雑誌のイチオシ！ 

『TOEIC Test プラス・マガジン』 

リント発行 隔月刊 

毎号、TOEIC 模擬試験を 200 問掲載

しています。 

TOEIC 受験を通じて英語力を高めた

い人、留学を考えている人、教員を目

指している人などにおすすめです。ス

コアアップのためのクイズや重要語

句リストも役立ちますよ！ 

 

大人に読んでほしい絵本 

雑誌コーナー北面

にあります。 
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第 3 問（キャンパス問題）：佐賀キャンパス所属の方はこちらを回答ください。 

     閲覧室の南東の個別学習机は何席あるでしょう？ 

        ①8 席  ②11 席  ③13 席 

『世界一美味しい手抜きごはん』 

はらぺこグリズリー KADOKAWA 596/Ha 

面倒な調理工程&ややこしい調味料は一切

なし！そしてとても美味しい！！ そんな

レシピがなんと 100 も載っている、ずぼら

料理界の救世主のような本です。料理するの

は面倒だけど、おいしいものは食べたい…と

いうそこの学生の皆さん、一度読んでみて

は？ 

 

ちょっとひと息・・・ 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

廊下にある謎の卵の正体は!! 
 

・電子書籍の QR コード付きカードが卵の 

 ポケットに入っています。 
 

・学内 LAN から、リモートアクセス登録 

 をすると… 

いつでも、どこからでも、電子書籍が 

閲覧できます。 
 

・気になるカードの QRコードを携帯の 

 カメラで読み込むと、電子書籍の閲覧画面 

 にアクセスできますよ♪ 

お知らせ 

カウンター前に返本台を設置しました。 

館内で利用した本は、棚に戻さずに、返本台に置いて 

くださいね。 

スタッフが、もとの場所に戻します。 

ご協力よろしくお願いします。 

～キャンパス通信 From 小城～ 
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第 3 問（キャンパス問題）：小城キャンパス所属の方はこちらを回答ください。 

英単語の”nursing”が”看護”以外に表すのは次のうちどれ？ 

         ①保育 ②マッサージ ③旅行 



 

図 書 館 の お 仕 事 Vol.2 
～カウンターではどんな仕事をしているの？～ 

 

 今回の図書館のお仕事は、カウンター！！カウンターでのお仕事を紹介するとともに、各キャンパス

で私たち司書が思わず“あるある～”と思ってしまうことをご紹介します。 

    

カウンターのお仕事① 貸出・返却・学内 LAN利用受付など、各種手続き 

             手続き関係はすべてカウンターにて行います。手続きには一部例外があ 

りますが、学生証が必要です。学生証は忘れずに持ってきましょう！ 

  カウンターのお仕事② いろんな質問への対応 

    本に関することから論文検索、パソコンの操作まで、図書館に関するいろ 

んな質問にお答えします。このおかげか、パソコンについて詳しくなった 

人がいるとか、いないとか(笑)少しの時間なら人生相談も受け付けてくれ 

るかも?!何か困りごとがあれば、カウンターまで！！ 

  カウンターのお仕事③ 利用している皆さんを見守る 

    利用している皆さんが館内で快適に過ごせているか、困ったことはないか 

など、皆さんの館内での様子を見守ることもカウンターの大切なお仕事で 

す。困りごとはもちろん、いろんな意見も聞かせて下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

機関リポジトリで本学の研究成果を公開しています！ 

今年度より各学科の紀要を中心に、本学の研究成果を機関リポジトリにて公開してい

ます。ご覧になりたい方は、図書館 HP の「西九州大学・西九州大学短期大学部リポ

ジトリ」よりご利用ください。 

 

 

News 

神埼キャンパスからのあるある！ 

・バーコードリーダーだと思った

ら、電話の受話器だった！！ 

・カウンター内はついつい椅子に座

ったまま移動してしまう。 

・自分が担当した展示の本を手に取

っている人がいたら、「借りますよ

うに！！」と心の中で念じている

(笑) 

・ブックディテクションに挟まった

人がいたら、大変申し訳なく思う。            

・学内 LAN は何番を貸出そうかと、

毎回迷ってしまう。 

佐賀キャンパスからのあるある！ 

・エルダーカレッジの学生さんより、

「なんかおもしろか本なかね？」と 

 声をかけられる。 

・フラッシュメモリーを差したまま 

帰る学生さんが多い！ 

・自動ドアが開くと入館者がいないの 

に、反射的にカウントしてしまう。 

・教育実習中、閉館ギリギリまで資料

を作成している学生さんを応援しつ

つ、私も頑張ろう！と思っている。 

・図書館で勉強している常連さんの採 

用試験合格率が高い気がしている。 
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第 4 問（共通問題）：全員回答問題 

    図書館だより（第２号）の中でナガーラは何回登場しているでしょう？ 

       ①3 回  ②5 回  ③7 回 

 

小城キャンパスからのあるある！ 

・手が乾燥しすぎて紙の枚数を数え

られない(ハンドクリーム必須！) 

・月替わりの掲示の変化に敏感！ 

・お菓子のゴミが落ちていると悲し

くなる・・・。 

・プリンタのトラブルにいつも怯え

ている( ;∀;) 

・閲覧机のゴミ入れが消しくずでい

っぱいだと「よく頑張ったね！」と

心で呟き、実習等で疲れている学生

さんを見ると心の中でめちゃくち

ゃ応援している。 

 

ナガーラだよ～ 

探してね！ 

https://1.bp.blogspot.com/-M4C13njcTJI/Vy2vvKjPw1I/AAAAAAAA6bI/19R8CwIuS6odsE0EbnjyMV-REIZa3id0QCLcB/s800/book_tosyokan_label_blue.png
https://1.bp.blogspot.com/-tGcMXyvEDcs/VnE1ik4TuwI/AAAAAAAA1vk/8mO7OImByxo/s800/tosyokan_syokuin_barcode.png
https://4.bp.blogspot.com/-kopWjoSHi_I/XGjyJdr43fI/AAAAAAABRek/RYA1rrUVoqQ4VBQ3fBD9m0PiQj5D6NNPQCLcBGAs/s800/kagenagara_ouuen_woman.png


～発表！2018 年度 貸出ベスト 3！～ 

★神埼キャンパスからは「レシピ」本のランキング！ 

ランキング  書名 著者名・出版社 分類番号 

1 位 

（15 回） 

 
女子栄養大学の学生食堂 

500ｋcal からの好バランス定食 
PHP 研究所編 

PHP 研究所 
596 

Jo 

2 位 

（14 回） 

 
女子栄養大学栄養クリニックの減塩ぐせがつく 

レシピ 143 

女子栄養大学栄養クリニック監修 

主婦の友社 

596 

Jo 

3 位 

（12 回） 

 
女子栄養大学のカフェテリア 

カンタン今日のごはんはこれに決まり 
小笠原章子著 

幻冬舎エデュケーション 

596 

Jo 

★佐賀キャンパスからは「絵本」のランキング！ 

ランキング  書名 著者名・出版社 分類番号 

1 位 

（9 回） 

 

ぐりとぐら 
中川李枝子 さく 

大村百合子 え 

福音館書店 

726.6 

Na 

1 位 

（9 回） 

 

14 ひきのあきまつり 
いわむらかずお さく 

童心社 

726.6 

Ju 

3 位 

（8 回） 

 
はらぺこあおむし 

エリック＝カールさく 

もりひさし やく 

偕成社 

726.6 

Ha 

ほか、 

3 位の本 

じゃんけんでんしゃ（高木さんごさく、えほんの杜、726.6 Ja） 

おばけのてんぷら（せなけいこ作・絵、ポプラ社、726.6 O） 

もったいないばあさんのいただきます（真珠まりこ作・絵、講談社、726.6 Mo） 

くれよんのくろくん（なかやみわさく・え、童心社、726 Na） 

★小城キャンパスからは「電子書籍」のランキング！ 

ランキング  書名 著者名・出版社 QR コード 

1 位 

（28 回） 

 
基礎看護技術 第 2 版 

看護実践のための根拠がわかる 

角濱春美・梶谷佳子編 

メジカルフレンド社 

 

2 位 

（24 回） 

 写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス  

―学生・指導者が、一体となってケアを展開する 

ために!― 

吉田みつ子、本庄恵子編著 

インターメディカ 

 

3 位 

（22 回） 

 写真でわかる整形外科看護アドバンス  

―受傷期のケアから社会復帰への支援まで、 

写真と動画で体験!― 

吉川孝子、小野まゆみ編集 

インターメディカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 ３キャンパス合同の「図書館だより第２号」いかがでしたでしょうか？  

 私たち図書館職員は、利用者の皆様が満足していただけるよう、これからも頑張っていきたいと思います。 

これからもぜひ図書館をご利用ください。 

ＰＳ：短冊に込められたみんなの願いを紹介します 

「４年間ずっと今みたいな楽しい日々が送れますように。好きな人欲しい。来い！」「みんなで無事に卒業できますように！」 

「全日本学生大会最優秀とる」「単位が欲しいです」「勉強・就職への危機感をもっと感じれますように」「成績が落ちません 

ように。やばい」「毎日穏やかに楽しくすごせますように」「“７億円”宝くじが当たりますように」「彼氏ができますように」

「元気で長生き いつも笑顔で」「４人全員国試うかりますように！！」「もっと楽しいことがいっぱい起こりますように」 

「テストで良い点取れますように！！その前に課題終わらせて余裕が持てるようにするぞー」 
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https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-4494008575
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-4033280103

