みんと
みんなのとしょかん

2016 April

No.13
W

L

E

C

特集
¡広大生が解析！

西図書 館
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¡HULSが選んだ新入生におすすめしたい私の1冊
¡Let’s join 広大図書館

撮影：広大写真部
撮影場所：中央図書館
協力：左から 藤井佳奈子さん（教育学部）、武藤慧さん（工学部）、
田中史織さん（生物生産学部）、北野真惟さん（生物生産学部）

広 大 生 が解 析！
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開館時間
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土曜日

（授業期）

8：30 〜
10：00 〜

休業期は開館時間が異
詳しい情報は広島大学

階段を一生懸命上ったのに
閉館だった…なんてことがないように
しっかりチェックしましょう！

私は図書館のTwitterを
フォローして確認してるよ。
開館情報をつぶやいて
いるから便利！

西図書館は階段を上って
2Fがエントランスだよ。

いつもいろんな
特集があって
ここから本を
探しても面白いよ。

私のオススメは
入って左にある
「広大生のための123冊」

図書館の資料を
コピーすることができるよ
MYpleが使えます！
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西図書館は 総合科学部の向かい にあります。

先輩の声

食堂やコープショップに近いから、
勉強していてお腹が空いても
すぐ行けて便利！

体育館やサークル棟に
近いから、次の予定までの
スキマ時間で勉強できる！

スペイン広場で
音楽系サークルが行っている
ステージを聴きながら
勉強できるのが好き！
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中央図書館

東図書館

全国有数の規模を誇

理工系の専門書を多
く所蔵。工学部・生
物生産学部に隣接す
るレトロな雰囲気の
図書館。

る大学図書館。図書・
雑誌はもちろん古典
籍のコレクションなど
多様な資料を所蔵。
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〜 21：00
〜 17：00

日曜日

休館

共同のレポートがあるとき、
グループ閲覧室で相談しながら
すすめることができます。

異なります。
学図書館のホームページをチェック！

3F
新聞コーナーで
各紙読み比べ！

メディアセンター西分室。
パソコンが自由に使えます。

西図書館には入門書が多く、
手に取りたくなる本がたくさん！
これから一人暮らしの1年生には
嬉しい料理本もありました。

広い学習スペースには
パソコン作業に嬉しい
Wi-Fi環境やコンセント席も！

よ！
私のオススメは個室！
集中して勉強できるよ。
利用したいときは
学生証を持ってカウンターへ。
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1年生のときの
お気に入りの席。
よくここで第二外国語の
テスト勉強したな。
どこにあるか
探してみてね。
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東千田図書館
一般教養と社会科学
関連資料を多く所蔵。
2016年4月、隣接する
東千田未来創生セン
ター 内に学 習スペー
ス（BIBLA Senda）が
オープン。

書庫は1Fにあります。
何年も前の
雑誌がたくさん！

霞図書館
医歯薬保健関係の
資料を多く所蔵。学
習スペースは霞地区
構成員限定で24時間
利用可能！
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HULSが
選んだ

新入生におすすめしたい私の１冊

日本人の知らない日本語

ガー・レイノルズ

シンプルプレゼン

なるほど〜×爆笑！の日本語 再発見 コミックエッセイ
蛇蔵・海野凪子 著
810.4/H-51（西）

ガー・レイノルズ 著
336.49/R-29（東千田）

日本語教育系コースで大人
気の本です！ 日本語教師の
凪子先生が漫画で描かれて
います。日本 語 教師を目指
している人はもちろん、日本
語に興味がある人、あるいは
単純に面白い本を探している
人にもおすすめです。

授業や研究発表で必ず必要と
なるプレゼンスキル。人に分
かりやすく伝えるってどうす
ればいいの？ これは文字だ
らけの堅苦しい本ではありま
せん。
「伝える」プロが書い
た究極の一冊。著者による
特別講義DVDも付属。

森脇 麻由（教育学部３年）

藤井 菜摘（教育学部４年）

学問のすすめ

眠れなくなる宇宙のはなし

現代語訳

福澤諭吉 著／齋藤孝 訳
002/F-85（西小型）

佐藤勝彦 著
440.2/Sa-85（中央）
443.9/Sa-85（西小型）

聞いたことはあるけど、なん
だか難しそう…いやいや全く
そんなことはない！ 言葉の
魔 術 師、齋 藤 孝によって、福
澤諭吉の言葉が私たちの心
にすっと染み込んできます。
現代社会を賢く生きる答えが
ここにあります。

この本はインフレーション理
論を提唱する科学者が、宇宙
の神秘について、まるで寝付
けないわが子に昔話をする
ように、平易な語り口で述べ
てくれます。皆さんも、眠れ
ない夜に手を取ってみてはい
かがでしょうか。

谷川 真琴（教育学部３年）

森島 春恵（理学部２年）

ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙

エミール （上）（中）（下）

ヨースタイン・ゴルデル 著／
池田香代子 訳
949.63/G-11（中央・東・西・東千田）

ルソー 著／今野一雄 訳
371/R-76（全館 名著との対話）

あなたはだれ？―思いもよら
ぬ、素朴で、壮大な問いを突き
つけられた少女の物語。あた
り前の中に不思議を見つけた
ら、この本を読む手は止めら
れない。問いの答えを探して
いる人には、何度でも繰り返し
読んでほしい一冊。

ル ソ ー の 教 育 論！ 孤 児 エ
ミールが 理 想的な教師のも
とで成長し、青年期の場面で
は「われわれはいわば二度
生まれる」と述べています。
入 試で出るから言 葉は知っ
ているという新入 生のみな
さん、今度は中身を深めませ
んか？

髙橋 真琴（大学院文学研究科２年）

斉藤 弘樹（大学院教育学研究科２年）
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Let’s join
広大図書館

Review

図書館は勉強するだけの場所じゃない！
学生のみなさんが参加できるイベントがたくさん
あります。あなたもぜひ参加して、一緒に
広大図書館を盛り上げませんか？
参加方法など、くわしいことは図書館
ホームページをチェック！

Event
知的書評合戦ビブリオバトルなど、
定期的に本や図書館に関する
イベントを開催しています。

ホームページから
レビューが投稿できます。
面白い本、役立った本の
情報を共有しよう。

Others

Book
select
学生選書グループでは直接書店で
本を選ぶ ブックハンティング や
Web選書で、図書館に置きたい
本を選びます。

図書館学生ボランティア

地 域・国 際
交 流プラザ
で
サークル活動
の発 表

HULS

〈ハルス〉

Hiroshima University Library Supporter の略。
「図書館を人と
人との架け橋に」をモットーに活動している学生ボランティア団体です。
とは？？
職員さんと一緒にビブリオバトルを運営したり、中央図書館の小展示を
するなどの活動をしています。大学図書館学生協働交流シンポジウムに参加するなど
学外での活動も！ 実はこの「みんと」も HULS が一部分作っているんですよ。

HULS

メンバー募 集
！

説 明 会 開 催
日時

5/16（月）〜5/20（金）
毎日 18：15〜（30分程度）

場所

中央図書館BIBLA
※全日程同じ内容です。

本や図書館が好き！ という方も、
何か新しいことがやりたい！ と
いう方も、私たちと一緒に活動し
てみませんか？ HULSはまだま
だ 成長 途中です。私 たちと一 緒
にHULSを 作り上 げ てくれる方
お待ちしております！
代表 森脇（教育学部３年）

ボランティア応募はこちらから！
http://www.lib.hiroshimau.ac.jp/?page_id=7158
平成28年 5月31日（火）まで
ご質問等は
こちらまで
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volibst@ml.hiroshima-u.ac.jp

図書館のき ほ ん

自動貸出機 の 操作方法

1

かりる
自分で自動貸出機を操作
します。
機械で処理できない本は
カウンターへ。

3

カウンター周辺に
設置してあります

2

4

本をセット

図書館バーコードを
上向きにして左奥に

かえす

レシートを
受け取る

「終了」ボタンを押すと
レシートが出てくる
レシートの内容

この画面が
でたら
本を取る

▼

借りた館でなくても最寄りの
図書館で返却できます。
開館時間内ならカウンターへ。
閉館時間帯や休館日は
ブックポストへ。

カードを読み取る

学生証・職員証等 図書館利用証

▼

自動貸出機

画面のボタンに
タッチ

●処理した図書の
タイトル
●貸出期間（返却期限）

※複数冊のときは１冊ずつ繰り返し

ホームページから…
中央図書館のブックポストは
正面玄関左側

News

開館日が増えます
開館時間が延びます

今年度の授業期から、中央図書館において、祝日の開館
を試行的にスタートします。開館時間は土・日曜日と同じ
く10時から20時です。また、霞図書館の閲覧室は、これま
で国家試験対策期間のみ24時間開館していましたが、今年
度からBIBLA Kasumiと同様に授業期の平日も24時間 ※
ご利用できるようになります。（※霞地区構成員のみ利用可）
詳細は図書館ホームページや各館で配布中のカレンダー
をごらんください。

員
図書館

広島大学図書館ホームページの「利用
状況の確認」からログインすると、借
りている本と、その返却期限が一覧で
き、
ここから期限の延長もできます。

2016年度 図書館の主な行事予定
● オリエンテーション（4月）

● ビブリオバトル（10月）

● 教養ゼミ図書館利用案内（5月）

● ホームカミングデー

●オ
ープンキャンパスイベント（8月）
● ブックハンテ
ィング（9月）

関連イベント（11月）
● 国家試験対策期間

（霞 12月中旬から2月まで）
※予定は変更することがあります。

偶然 の 出会い

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これからの大学生活では、勉強や、クラブ
活動などで様々な人との出会いが待っていると思います。人との出会いは全くの偶然ですが、
一生付き合いが続く人達との出会いがきっとあると思います。本との出会いもこれに似て偶
然、運命を感じることがあります。困っている時、悩んでいる時にふと立ち寄った図書館（書店、新聞の書
評など）でその時の自分にピッタリの本や雑誌などと出会うことがあります。きっと、普段の自分とは違う
目で見ているのだと思います。その時は、是非手に取って読んでみてください。これは、と思うものは買って自分の手許に置くこ
とをお勧めします。後から振り返ると、あの本のおかげで成長したと実感できることがあるのではないでしょうか。これからの
大学生活では、図書館に来て自分にピッタリの運命の本を探してみてください。 （図書学術情報整備グループリーダー 山根）

編集
後記

今回の特集「広大生が解析！西図書館」も「おすすめしたい私の1冊」もなるほど！と思いながら編集
しました。分かってはいたけれど、人によって視点は結構違うことを実感します。私の読書傾向も
固まりがちなので、せっかくの出会いの季節、おすすめされた本を読んでみることにします！（Ｍ）

HP http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/

@HiroshimaU_Lib

みんと13号 平成28年4月1日発行
広島大学図書館
〒739-8512 東広島市鏡山1-2-2

https://www.facebook.com/HiroshimaULib

