
 

  

 

新型コロナウイルス感染症予防のため、図書館では 

次のとおりの取組みを行っています。 

ご協力のうえご利用ください。 

① 館内は常に換気をしています。 

② 入館する際はマスクを着用し、手指 

  消毒をお願いします。また、体調が 

すぐれない方は入館をご遠慮くださ  

い。 

③ 閲覧室は対面にならないように 

 座席数を制限しています。席を動 

かさないようご協力ください。 

学内 LAN端末も指定したPCをご利用くだ 

さい。 

④ マスク着用のため、熱中症になる可能性が高く 

なります。館内滞在中はこまめに水分補給をお 

こないましょう。 

⑤ 閲覧席及び学内 LAN端末利用後には、感染防 

止のため、消毒を行います。 
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図書館長・看護学部教授  

黒田 研二       

教育界では、アクティブ・ラーニング（能動的学習）という言葉がここ10年程で 

定着しました。教員による一方向的な講義を聴いて学ぶのとは異なり、アクティブ・ラーニングでは、学生

は自ら能動的に参加して学習をします。調査学習、問題解決学習、体験学習や、教室内でのグループ・ディ

スカッション、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法だとされています。一定の教材

による予習を前提にして、教室では予習してきたことをもとに対話や相互の教え合いをして学びを深める反

転授業も有効な方法です。アクティブ・ラーニングは義務教育でも取り入れられていますが、本来は、大学

等の高等教育の場で行われてきた学習方法です。テクノロジーの発展が著しく、急速に変化している現代社

会では、大学で学んだことはすぐに古くなってしまいます。しかし自ら能動的に学ぶ姿勢を身につけた人は、

卒業をしたあとも成長し続けることができます。 

今年度第一期生が卒業する看護学部では、いま4年次生が卒業論文研究に取り組んでいますが、この研究

ゼミナールはアクティブ・ラーニングを取り入れています。また、今年度秋学期に、健康栄養学部、健康福

祉学部、子ども学部の１年次生は「データサイエンス演習」に取り組みますが、ここでもアクティブ・ラー

ニングを取り入れて学修を深めてください。 

図書館はアクティブ・ラーニングに不可欠な場所です。看護学部の卒業論文研究では、学生は、まず、自

分の研究テーマを決めて、文献検索によってそのテーマに関する論文を収集します。集めた論文を読みこな

して吟味し、そのテーマについての文献的検討をもとに卒業論文を仕上げます。学生がよく利用している文

献検索データベースは、医学中央雑誌Web版、CiNii、J-Stage等です。キーワード検索をすればテーマに

関連する文献リストを作ることができますし、論文全体を PDF でダウンロードできることも多くなってき

ました。求める論文が入手できず掲載雑誌が図書館になければ、全国の図書館ネットワークを利用して文献

複写を申し込み、取り寄せることができます。 

図書館では蔵書の検索が可能なシステムを構築しています。西九州大学の図書館 web サイトから蔵書検

索が可能ですから、調査学習をするのに積極的に図書館の本を利用してください。図書館にどのような蔵書

があるか、普段から館内の書架を見て回り、頭に入れておくのも有効です。当大学の図書館にない場合、相

互貸借制度により他の図書館から取り寄せることもできます。また最近は電子書籍が増えてきており、図書

館でも電子書籍を購入しています。電子書籍を読むには、認証 ID（メールアドレス）と名前さらにパスワー

ドを登録しておけば、QR コードを読み込んで、スマートフォンからでもその本を開くことができます。時

間が空いていれば図書館を訪れる習慣をつけておくのがいいでしょう。 

こうした図書館機能のさまざまな利用の仕方、蔵書や文献の検索の仕方を、まずは身に付けてください。

新入生には図書館利用ガイダンスを実施していますが、誰でも気軽に図書館の職員に利用の仕方を聞いてく

ださい。また依頼があれば、ゼミ単位で、あるいは任意のグループ単位で、図書館の利用ガイダンスを行い

ますので、いつでも申し込んでください。 

毎月新しい図書が出版されています。図書館にはできるだけよい図書を購入してそろえておきたいもので

す。図書館の年間予算を有効に使って良書を購入したいので、学生の皆さんも希望する図書があれば図書館

に置いている「購入希望申込書」に記入して職員に渡してください。各学科には図書委員の教員がいて購入

を検討します。「購入希望申込書」の利用はまだ多くないですが、学生さん達からの要望も叶えていきたいと

考えています。 

アクティブ・ラーニングと図書館 

今年の図書館だよりでは、各キャンパスの“あるある”ネタや小ネタをご紹介します。 

どんなネタが紹介されているでしょうか。お楽しみに！ 1 



 

健康福祉学部社会福祉学科1年 溝口素世 

『解夏』 

 さだまさし著 幻冬舎 / 2002年 

この作品は、突然難病に冒され、やがて両目の視力を失うという 

運命を背負った主人公が帰郷し、自分と同じくらい悩み苦しんでいる恋人に支えられながら共に生きるとい

う感動の物語です。“解夏”とは、仏教の僧が夏に行う安居という修行が終わる時のことを言います。そし

て主人公にとっての”解夏”とは、失明するという恐怖は辛い辛い行だがいつか必ずくるものであり、失明

した瞬間にその恐怖から解放される日のことを表しています。 

主人公の失明は私たちの死に置き換えることができると思います。ひとには、やがて、必ず、死がやって

きます。しかし人間は、その運命を受け入れながらも抗ってしまう心の弱さと愛おしさを持っています。い

ずれ解放される日まで苦悩や葛藤を抱えながらもしっかり自分の人生と向き合い必死に生きる。この作品は、

そんなことを考えさせられます。みなさんにも是非この本を手にとっていただき、人生について考えていた

だけたらと思います。 

 

 

子ども学部子ども学科４年 伊藤緋奈子 

『想像ラジオ』 

 いとうせいこう著 河出書房新社 / 2015年 

「重いテーマをもう一度考えることができる本」 

 私は最初にこの本を見た時、車でラジオをよく聞くため「想像ラジオ」という題名ときれいな表紙に興味

を持って本を手に取りました。ラジオＤＪのリズムの良い語り口で描かれる内容が読みやすく、ぽつぽつリ

スナーが出現する変化もあり、わくわくしながら読み進めることができました。しかし、次第に登場人物の

違う話が現れ、この本のテーマが東日本大震災なのだとじわじわ気付かされます。 

 実際にあった重く辛い出来事を題材にしている本のため賛否両論ありますが、「ラジオ」という音声だけで

情報提供されるメディアは、声から、文字から「想像する」という点で本と似ていると感じました。読む人

がどんな想像をするかでこの本の見方は大きく変わってきます。劇的な物語を期待する人には物足りない作

品かもしれませんが、３月１１日のことを少し落ち着いて想像してみたい、という感覚でこの作品を読んで

みると心に響く言葉と出会えると思います。 

 

 

看護学部看護学科4年 境 優里   

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』 

汐見夏衛著 スターツ出版 / 2016年 

母子家庭で育った中学二年生の加納百合は、親や学校、全てにイライラした毎日を送っていました。 

ある日母親と喧嘩をして家を飛び出した百合が、目を覚ますとそこは1945年の夏、戦時中の日本。そこ

で偶然通りかかった佐久間彰に助けられ、彼と過ごす日々の中で誠実で優しい彼の姿に百合は惹かれていき

ます。しかし彰には特攻隊員として命をかけて敵地に飛び立つという運命が待っていました。のちに百合が

彰の本当の想いを知る、圧巻のラストはもちろん、作品を通しての多くのことを考えさせられます。涙無く

して読めない一冊です。 

図書館小ネタ① 

神埼C 5号館の出入口の正面の右側のガラスに写った姿はスリムに見える！ 
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箱を開けると 100 枚以上の  

カードが入っています。 

切り取って利用するのですが、  

図書館の本になりますので切

り取らずにご利用ください。 

このようにして利用しま

す。食品カードの裏には

カロリ―などの情報が書

いてあります。 

データサイエンスを知ろう 

キャンパス通信 From 神埼～ 

 

 

本学はデータサイエンスの授業を今年度から開講しました。図書館にあるデータサイエンスの本を 

いくつかピックアップしてみました。 

  

  

                          

                           

                         

                                     。 

                                                                      

 

  

『大学生のためのデータサイエンス(I)-(III)』   

滋賀大学データサイエンス学部編              

日本統計協会  2018-2020年                 『データサイエンス「超」入門』 

日本で初めてデータサイエンス学部を作った              松本健太郎著 

滋賀大学の講義をテキスト化したものです。               毎日新聞出版 2018年 

                                  

 

 

 

 

 

  

 

                      

          

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

イラストや図が多い 

「入門の入門書」です。 

左側が本体です。 

普段は カウンターに置い

ています。 

本棚にはダンボールで作っ

た右側の見本を置いていま

すので、これを持ってカウ

ンターに来てください。 

＜書架配架物＞ 
切り取り厳禁!! 

変わった本をご紹介 

『実物大そのまんま料理カード きほんの食事編 増補改訂版』 群羊社 2018年 

『絵と図でわかる 

 データサイエンス』 

上藤一郎著 

技術評論社 

2021年 

神埼キャンパス図書館あるある 

図書館の自動ドアが、だれもいないのに反応して開くことがある(ﾟДﾟ;) 
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データを使ってニュースを 

読み解こうとしている本です。 

＜本体＞ 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『巣ごもりごはん便利帳』 

週に 2 回の買い物で不調ケアでき

るレシピ本です 

『こまったさんのレシピブック』 

物語に登場した料理を分かりやす

い写真と手順で再現できます 

 

『おしえて！くもくん』 

「プライベートゾーン」について分かりやすく

教えてくれる絵本です。子どもと関わる方にお

すすめ 

『パンどろぼう』 

パンが大好きなパンどろぼうの正体は…！？

絵がとっても可愛くてほんわかしますよ♪ 

 

『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方

を書いたら』 

作家の書き癖を焼きそばレシピに落とし込

む発想の大胆さ！是非ご一読あれ 

『いつでも君のそばにいる』 

葉っぱ切り絵の本です。パラパラめくるだけ

で癒されますよ 

 

『巣ごもりごはん便利帳』 

ちづかみゆき 翔泳社 

2021年 

『こまったさんのレシピブック』 

寺村輝夫レシピ原案 岡本颯子絵 

さわのめぐみレシピ監修  

あかね書房 2020年 

 

『おしえて！くもくん』 

監修小笠原和美  

制作サトウミユキ  

企画masumi東山書房 

2021年 

 

 

『パンどろぼう』 

柴田ケイコ 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

2020年 

『もし文豪たちが

カップ焼きそばの

作り方を書いた

ら』 

神田桂一 菊池良 

宝島社 2017年 

『いつでも君のそば

にいる』 

リト＠葉っぱ切り絵 

講談社 2021年 

料理本 

絵本 

ユニーク本 

佐賀キャンパス図書館あるある 

9月の運動会時期になると、グラウンドで幼稚園・保育園生の練習が始まって和みます。 
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キャンパス通信 From 佐賀～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンパス通信 From 小城～ 

おうち時間 

充実BOOK 

世界に目を向ける 

自分を見つめ直す 

気分だけでも旅に出よう 

お腹と心を満たす 

コロナ禍でおうち時間が長い今だからこそ、自分の

心を充電したり、世の中のことを考えたりする時間

にしてもいいのでは？ 

『国際ニュースの 

     読み方』 

 馬渕 睦夫/著 （マガジンハウス）2020年 

  「歴史をしっかり知ることこそが、国際 

  感覚を磨くこと」激動の時代を生き抜く 

  ための武器になります。 

『この世界を知るための 

大事な質問』 

   野澤 亘伸/著 （宝島社）2020年 

   「事実を知れば 世界はきっと変わる」 

   こんな時代だからこそ世界に目を向け、 

      自分がどう感じたか、考えて 

             みましょう。 

『深夜特急 第一便 黄金宮殿』 

   沢木 耕太郎/著 （新潮社）1986年 

   デリーからロンドンまで乗り合いバスで 

行く―。今から35年前に出版された、 

若かりし頃の著者の実話です。 

   バックパッカーのバイブルと 

   言われるほど。（全3巻） 

 

『そして 旅にいる』 

        加藤 千恵/著 （幻冬社）2019年 

        人生の節目に、旅はそっと寄り添って 

くれる。こんな風に、行きたい場所に気軽に行ける日が 

来る日を待ちわびて…。あなたはどこへ行きたいですか？ 

 

『言葉の力』 

シン・ドヒョン/著  

ユン・ナル/著 （かんき出版）2020年 

「教養は、言葉に出る。」 

BTSのVが本書を愛読していたことで 

話題になりました。先人たちの言葉には、 

自分と世の中を変えるカギがあります。 

『会話は、とぎれていい』 

加藤 綾子/著 （文響社）2019年 

「コミュニケーションは楽しい」 

      コミュニケーション能力を 

   持つ人から学ぶ、愛される 

     ヒントとは？ 

『星空病院 

  キッチン花』 

  渡辺 淳子/著 （角川春樹事務所）2019年 

星空病院の名誉院長がもてなす食堂キッチン花。

「お。君も食べますか？」 

病院の中の食堂を舞台に描く、心に沁みいる物語。 

『10年かかって 地味ごはん。』 

 和田 明日香/著 （主婦の友社）2021年 

姑である料理研究家・平野レミさんに料理を 

教わりながらたどり着いた、リアルな 

我が家のおかず達。背伸びしない 

等身大のレシピは、きっと 

  真似したくなります！ 

小城キャンパス図書館あるある 

小城キャンパス図書館には映えスポットがある。そこで願いごとをしながら写真を撮ると、 

願いがかなうとか、かなわないとか…！？ 
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社福１年 Yさん 

 

昨年から、“学生目線での図書館づくり”をコンセプトに募集していた「図書館サポーター」。 

神埼キャンパス２名、佐賀キャンパス４名で活動を開始しました。 

今回はサポーターの皆さんへ 

① サポーターに応募した理由は？ ② サポーター活動でやってみたいことは？ 

という内容でインタビューをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 図書館がより利用しやすい場所に

なってほしいと思ったから。 

② 図書館が調べるためだけの場所で

はないと知ってほしい！！ 

サポーターの皆さんのインタ

ビューはいかかでしたか？後

期には本格的に活動していき

ます。 

興味を持った方はぜひ一緒に

活動しましょう！ 

お問い合わせは各キャンパス

図書館カウンターへ 

図書館サポーター活動開始！！＆メンバー募集！！ 

図書館小ネタ② 

卒業論文・修士論文を検索できるのは、館内設置のOPACだけ 
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図書館の本、いろいろランキング！ 

 

 

 

神埼キャンパスからは、2020年度に貸出の多かった「料理」の本をご紹介！ 

ランキング  書名 著者名・出版社・発行年 分類番号 

1位 

（3回） 

 

女子栄養大学のカフェテ

リア 

小笠原章子著 

幻冬舎エデュケーション

2010年 

596 

Jo 

2位 

（2回） 

 
きのう何食べた？ 

シロさんの簡単レシピ 

講談社編 

講談社 2019年 

596 

Kyo 

2位 

（2回） 

 お料理 1 年生のひとり暮

らしごはんBOOK 

検見﨑聡美著 

主婦の友社・2020年 

596 

O 

その他 

2位の本 

 

『3分7分15分レパートリー10倍！野菜の人気おかず478品』（主婦の友社編・主婦の友社・2019年） 

『魚のおかず 簡単美味 ヘルシーチョイス』（女子栄養大学出版部・女子栄養大学出版部・1995年） 

『旬がおいしい果実酒・ジャム・フレッシュジュース』（村井りんご著・成美堂出版・2009年） 

『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・主婦の友社・2017年） 

『女子栄養大学料理のなるほど実験室』（小川久惠・女子栄養大学出版部・2019年） 

『力尽きレシピ』（犬飼つな著・光文社・2019年） 

 

 

佐賀キャンパスからは、2020年度貸出の多かった「絵本」のランキング！ 

ランキング  書名 著者名・出版社・発行年 分類番号 

1位 

（5回） 

 

はけたよはけたよ 

ぶん・かんざわとしこ  

え・にしまきかやこ 

偕成社・1970年 

726.6 

So 3 

1位 

（5回） 

 

やさいだいすき 
柳原良平作・絵 

こぐま社・2004年 

726.6 

Ya 

3位 

（4回） 

 

おちばいちば 
西原みのり作 

ブロンズ新社 2011年 

726.6 

O 

その他4位の本 

『そらとぶパン』深見晴夫さく・え PHP研究所 2001年726.6 So 

『くれよんのくろくん』なかやみわさく・え 童心社 2001年 726.6 Na 

『どんぐりむらのぱんやさん』なかやみわさく・え 学研 2011年726.6 Do 

『やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち』なかやみわさく・え 白泉社 2016年726.6 Ya 

『じゃんけんぽん』せなけいこ作・絵 鈴木出版 2010年 726.6 Ja 

他6冊 

図書館小ネタ③ 

佐賀Cの季節の絵本コーナーのぐりとぐら、実は図書館スタッフのハンドメイドです♪ 
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小城キャンパスからは「小城キャンパス ビブリオバトル」のランキング！ 

 

2020年度 3キャンパスで貸出が多かった本「ベスト3」 

ランキング 神埼キャンパス 佐賀キャンパス 小城キャンパス 

1位 

 

『国試の達人 2021 臨床医学

編』 

理学療法科学学会編 

アイペック・2020年 

『クエスチョン・バンク理学療

法士・作業療法士国家試験問題

解説2021共通問題』 

医療情報科学研究所編集 

メディックメディア・2020年 

『栄養士実力認定試験過去問題集 

2020年度版』 

全国栄養士養成施設協会編 

建帛社・2020年 

『マタニティアセスメントガ

イド』 

吉沢豊予子・鈴木幸子編著 

真興交易（株）医書出版部・

2019年 

2位 

 

『栄養士実力認定試験過去問題集 

2019年度版』 

全国栄養士養成施設協会編 

建帛社・2019年 

『根拠がわかる症状別看護過

程』 

関口恵子・北川さなえ編集 

南江堂・2016年 

3位 

 

『レビューブック管理栄養士 

2021』 

医療情報科学研究所編集 

メディックメディア・2020年 

…他 2冊 

『外国人の介護国試合格 book』 

田村敦子著 

テレコム出版事業部・2017年 

『看護技術プラクティス』 

竹尾惠子監修 

学研メディカル秀潤社・2015

年 

 

ランキング  書名 著者名・出版社 分類番号 

  
ライオンのおやつ 

小川 糸 著 

ポプラ社 2019年 

913.6 

R 

 人生の最後に食べたいおやつは何ですか？余命を告げられた主人公は、残りの日々を瀬戸内の島のホスピスで過

ごすことに決めた。そこでは毎週日曜日、入居者がもう一度食べたい思い出のおやつをリクエストできる「おやつ

の時間」があった。食べること、生きることを描き出す感動作！ 

  
52ヘルツのクジラたち                       

町田 そのこ 著 

中央公論新社 2020年 

913.6 

G 

 【2021年本屋大賞受賞作】52ヘルツのクジラとは、仲間の鯨が聞き取れない高い周波数で鳴く、世界で一頭だ

けの一番孤独なクジラ。貴瑚も母に虐待され、孤独ゆえに愛を欲し、裏切られてきた。ある日、同じように母に虐
待され、言葉を失った少年「ムシ」と出会う。希望を失いかけた二人の出会いは、凍り付いた心に、温かな希望の
光を照らし始める。 

 
 

花を見るように君を見る 
ナ・テジュ 著 

かんき出版 2020年 

929.11 

H 

 BTS・RM、BLACKPINK・ジスの愛読書として話題の詩集。純粋で、温かい日だまりのような至福の詩と、ど

こか懐かしい繊細なタッチの挿し絵が、静かに心に染み入る一冊。ぜひ読んでもらいたい詩は、104p「惜しまな
いで」。やりたい事も思うように出来ない、モノクロのような時代に、淡い色を挿し、心にポッと明かりを灯して
くれることだろう。一生大切にしたいと思える詩集に出会えて、こんな時代でも、多分私は幸せだ。 

処方箋のない 

クリニック

 「育ちがいい人」だけ
が知っていること 

 精神科医Tomyが教え
る １秒で不安が吹き
飛ぶ言葉 

仙川 環 著 

小学館 2020年

諏内 えみ 著 
ダイヤモンド社 
2020年 

精神科医Tomy 著 
ダイヤモンド社 
2020年 

1位 

2位 

3位 

4位 

【13票】 

【9票】 

【8票】 

【6票】 

8 
図書館あるある 

朝一、体温が測定不能になる学生さんいる(;´･ω･) 



 

 

 

選書ツアー＆Web選書体験 

毎年実施している選書ツアーとWeb選書体験。 

今年は例年より少しだけ早めに開催予定！！ 

実際に店頭に行き、実際に本を見ながら選ぶのもよし！ 

Webにて選書するのもよし！ 

図書館の本を皆さんの目    で選んでみてください。 

開催日程は、図書館HPや Instagram、ポータルサイトにてお知らせします。 

皆さんからのご参加、お待ちしています！ 

 

図書館からのお知らせ 

Instagramはじめました！！ 

 

神埼・佐賀・小城キャンパスの日常や、図書館のイベント、お得情報など、 

図書館のちょっとした情報を Instagramでご紹介します。 

お役立ち情報も見つかるかも！？ 

ぜひフォロー、いいね   お願いします！ 

               

            ＜URL https://www.instagram.com/249toshokan/＞ 

編集後記 

今回の「図書館だより」は、今までの 8 ページからボリュームアップして、10 ページでお届けしまし

たがいかがでしたでしょうか？ 

新しく図書館長に着任された黒田先生をはじめ、原稿をお寄せいただいた皆様に感謝申し上げます。 

お知らせにも紹介しましたが、Instagramを始めました。今回ご紹介した図書館サポーターの活動や 

選書ツアーなど、いろんな情報を発信していきます。皆さんぜひフォローしてくださいね。 

                    図書館スタッフ一同 
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