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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　皆さんが九州大学に入学して最初に利用する伊都図書館は、平成17年に伊都
キャンパスに開館し、平成20年度の増築と平成27年度の改修工事を経てようやく完
成形に至りました。１階にはグループ学習などに最適なラーニングコモンズ、２階には
国際交流ラウンジ、３階には教材開発センターの教材作成用スタジオなどが設けられ
ています。この４月から全面オープンとなりますので、新入生の皆さんはどうぞ大いにご
利用ください。

　さて、九州大学では、平成30年10月に新たな中央図書館を伊都キャンパスの椎木講堂の隣に本格的に開館
させますが、平成28年３月末にはその一部が先行して完成し、10月からはアクティブラーニングスペースなどの運
用を開始致します。このたび入学した新入生の皆さんが卒業されるまでの間には、箱崎キャンパスにある中央
図書館も伊都キャンパスへと移り、260万冊の蔵書を有する全国あるいはアジア屈指の大学図書館として変貌
していきます。
　図書館では、書籍だけでなく、電子ジャーナルや電子書籍、データベースなどの電子的学術情報や、それら世
界中の学術情報を探し出して学習や研究をサポートする強力な武器である検索システムも提供しています。さら
に、図書館を活動の場とするティーチング・アシスタントであるCuter（きゅうたー）や図書館職員が、図書館利用
の手助けや、プレゼンテーションやレポートの書き方講座などを開催して、皆さんの学習や研究をサポートいた
します。
　最後に、図書館は学習や研究する場としてだけでなく、友人や留学生、先輩や先生など様々な知を持った
人々と出会う場として利用されることが期待されています。図書館は、皆さんにとってまさに大学生活の中心的
存在となるはずです。新入生の皆さんもそれぞれの理想に向かって大学生活を満喫されるとともに、その理想
形成の場として図書館を利用されることを期待しております。

きゅうと

@
QLib _info

あなたの大学生活を応援します！
６つの図書館の中身をちょっとだけご紹介

【開館時間】 平日　８：00～22：00
 土日祝日（通常期）10：00～18：00
 　　　　（試験期）10：00～20：00
【貸出冊数】 図書／雑誌　合計10冊
【貸出期間】 図書２週間／雑誌１週間

九州大学男声合唱団コールアカデミーの皆さん

中央図書館（箱崎）

みんなでワイワイ勉強するのも
いいけど、研究個室で静かに集中！

寄贈本教員著作物に国試対策など、
色々なコーナーあります。

【開館時間】平日（通常期）８：30～21：00
 　　（休業期）８：30～17：00
 土曜（通常期)10：00～17：00
 日祝（試験期)10：00～17：00
【貸出冊数】 図書：学部生８冊／院生20冊　
 雑誌：学部生５冊／院生10冊
【貸出期間】 学部生15日／院生30日 雑誌：８日

芸術工学図書館（大橋）

世界の名作椅子を
見に来てね。

大きな窓から
見える景色は？

【開館時間】 平日（通常期）９：00～22：00
 　　（休業期）９：00～17：00
 土曜（通常期）10：00～17：00
 　　（休業期）休室
 日祝・第２水曜　休室
【貸出冊数】 図書／雑誌　合計10冊
【貸出期間】 図書２週間／雑誌１週間

文系合同図書室（箱崎）

見上げるほど
高い書架が
見所です！

ゼミに、
グループ学習に
ご活用ください！

【開館時間】 平日８：30～20：00
 土曜10：00～18：00
 日祝：閉館
【貸出冊数】 図書 ５冊
【貸出期間】 図書 ２週間／雑誌貸出不可

筑紫図書館（筑紫）
【開館時間】 平日（通常期）９：00～21：00
 　　（試験期）９：00～22：00
 土日祝日　 10：00～18：00
【貸出冊数】 図書／雑誌　合計10冊 
【貸出期間】 図書２週間／雑誌１週間

伊都図書館（伊都）
【開館時間】 平日　　 ９：00～21：00　
 土日祝日 ９：30～17：00
【貸出冊数】 図書／雑誌　合計３冊（学生）
 　　　　　　合計５冊（院生）
【貸出期間】 図書８日間／雑誌２日間

医学図書館（病院）

入学おめでとう！

本人写真

氏名 /ペンネーム

新入生にひとこと

所属・学年
新入生にオススメの授業・おもしろかった授業

新入生にオススメの 1冊

九州大学に対する
入学前のイメージと
入学後の印象

吉野 雅耶
文学部3年
「言語学」 下地 理則 准教授（人文）

風の歌を聴け /
村上春樹（講談社文庫,1979）

予想していた大学生活との違いですが、高校生の時にいくら勉強を頑
張って入学したとしても、大学では勉強を「する」人か「しない」人かに分
かれるということが入学前のイメージとの大きな違いです。「する」のがよ
いのか「しない」のがよいのかは誰にもわからないですし、それさえも選
択できるのが大学という場所かな、と思います。とにかく「自由」なので
自分が正しいと思うことをしたらいいんじゃないかと思います。

自分は大学に入ってすぐに怪しい団体に勧誘されたので、くれぐれも知ら
ない人にはついていかないようにしましょう。学部によりますが、クラスとい
う単位での友人はあまりできないこともあるので、友人をたくさん作りたい
という人は大学の公認の正式な部活とかに入るのが何よりだと思います。

まさ
歯学部４年
「心理学」 高松里 准教授（留学生センター）

熱く生きる / 
天野篤（セブン＆アイ出版,2014） 金谷治訳注（岩波文庫,1998）

入学する前は、九大生って真面目で固そうな印象
だったが、実際はとてもいろんなタイプの人がいて、
いろんなタイプの人達と接することで、すごく自分の
視野が広がったような気がした。

今しか出来ないことを思う存分やっちゃってくださ
い！！

しらりゅう
工学部３年
「韓国学への招待」 松原 孝俊 教授（韓国研究センター）

論理哲学論考 /
ウィトゲンシュタイン著;野矢茂樹訳（岩波文庫,2003）

長い歴史を持つ旧帝国大学なので、堅苦しい生真面
目な学生ばかり集まっているのでは、と思っていました
が、勿論そんなことはなく、明るくて個性の強い人の溢
れる、自由で勉強のし易い大学であると知りました。

当然のことですが、勉強が第一！遊ぶ事は生活の中
心に置かず、気分転換程度に。

たのしいUNIX -UNIXへの招待-/
坂本文（株式会社アスキー（現：株式会社KADOKAWA）,1990）

三木 凪沙 
芸術工学部４年
「伊都キャンパスを科学する」（教員持ち回り講義）

アーティストのための美術解剖学 /
ウィンスロゥ著；宮永美知代訳・監修（マール社,2013）

勉強ばかりになるかと思いきや、学祭や自主制作に
も打ち込める環境でした。予想に反して伊都での生
活が快適だったので、離れて数年経った今でも伊都
が恋しくなる時があります。

興味のあることには時もお金も惜しまずに、忙しく充
実した4年間を過ごしてください。

情報サロンの住人
理学部３年
「法学入門」 田中孝男 准教授（法）

入学前は九大は高校の延長だと考えていました
が、入ってみると一種の習い事のようなゆるさ
で、何をするにも能動的になる必要があるんだ
と感じました。

性能の高いMacがたくさんあるので是非使ってみ
てください。

まちょ
農学部４年
少人数セミナー「伝えることの真髄」 林篤裕 教授（基幹）

大学・中庸 /

良い意味でも悪い意味でも「いろんな人」がいる場所、
という印象です。大学にいる学生や先生の数だけ、「正
しい」が存在していて、その中で自分の信じたい「正し
い」が何なのかを考えられる場所が大学だと思います。

大きく振り切ってください。振り切らないと本当の正し
さや真ん中はわかりません。

大隈 博竜
教育学部３年
「古典の世界」 辛島 正雄 教授（人文）

三月は深き紅の淵を /
恩田陸（講談社,2001）

入学前は、ぼんやりと良い大学なんだろうなとしか
思っていませんでした。入学してみると、周りに意欲的
な人が多い印象で、留学したり様々なイベントに参加
したりしている友達を見て、良い刺激を受けています。

入学おめでとうございます！いっぱい学んでいっぱい遊
んで、大学を満喫してください！

Welcome!

Helzlich Willkomen!

Bienvenida!

欢迎 !

Добро пожаловать!

Selamat Datang!

Chào mừng!

ยินดีต�อนรับ

Bienvenue!환영！

● 新入生のみなさんへ
● いざ、伊都図書館探検ツアーへ！
● 九大図書館Webサイト

● 入学おめでとう！ 先輩からのメッセージ
● あなたの大学生活を応援します！
● 図書館職員のおしゃべりコラム

コールアカデミー

　九大を卒業し、中央図書館に勤め始めてから１年が経ちました。学生時代には見たことも無かった資料を扱うこ

とも多くなり、図書館の蔵書の幅広さに改めて気づかされてばかりいます。博多湾の写真集、60年前のピアノ譜、陸

軍大尉が語るスキーのハウツー本など、予想外の資料を見つけて驚くこともしばしばです。

　ここ最近で１番印象が強かった本は、1947年発行の「日本昆布大観」。昆布に関する当時の知識が凝縮された１

冊です。厚さ5cm超えの和綴じの本、というだけでなかなかの存在感ですが、とにかく特徴的なのは、色。表紙も小

口も、どこから見ても昆布を連想させる緑色一色です。なんでも戦時の混乱のさなか、日本人を支えてきた昆布の

重要性を説くために、戦火を潜り抜けながら編纂されたものだそう。私にとって水産学は未知の領域でしたが、見

た目のインパクトと編纂者の情熱に惹かれてつい読み進めてしまいました。

　ここは大学図書館なので専門的な学術書が多いのはもちろんですが、手にとりやすい入門書も流し見るだけで

面白い個性的な本も、実はたくさんあります。たまには息抜きがてらいつもと違う棚を覗いてみるのも、思いがけ

ない発見があっておすすめですよ！ （中央図書館　西　真里恵）

新入生のみなさんへ

平成28年度九州大学開学記念行事･第57回附属図書館貴重文物展示

―仮名と文体の発達史―

ま なが

中央図書館4階視聴覚ホール
（箱崎キャンパス）

「万葉仮名の世界  
　　　 ～『仮名発達史序説』続貂～」

入場無料
申込不要

入場無料

講演会

2016.5.21

5.13   -21金 土

14：00～15：30
（13：30開場）

10：00～17：30 ※講演会が開催される21   のみ18：00まで開場
中央図書館２階特設会場（箱崎キャンパス）

土

土

2016年

講演者：高山倫明氏（九州大学大学院人文科学研究院教授）

万葉集は漢字ばかりで書かれています。外来の文字を用い

ていかに自国語を表記するか、万葉人はさまざまに模索し、

多様な表記形態を生み出しました。そうした試行錯誤を経

て、やがて平仮名や片仮名が誕生します。春日政治・和男文

庫の貴重書を中心に、漢字を表音的に用いた真仮名から仮

名へのプロセスと、書き言葉の成り立ちを見ていきます。

ようこそ九大図書館へ♪

1953年に全日本指揮者協会会長の
荒谷俊治氏を中心に結成された伝統
ある合唱団です。年2回の演奏会に加
え、他大学とのジョイントコンサートも
多数開催！

先輩からのメッセージ

まさ じ かず お



図書館の様々な謎を解いて、
館内に隠された
秘密のアイテムをゲットしよう！

伊都図書館が舞台のスマホゲーム！

図書館をめぐる冒険　
～館内に散らばる謎を解け！～

オススメ

いざ、

★パンダ先輩★
工学府修士2年の頼りになる先輩パ
ンダ。伊都図書館によくいる。いつも
は青いパーカーを着ているよ！

伊都図書館の分室である、嚶鳴天空広場
（おうめいてんくうひろば）Q-Commons
は、伊都キャンパス・センター2号館4階に
ある、お喋りＯＫの学習用、交流用スペー
スです。無線LAN環境もばっちり、プリン
ターもあります！
※試験期間は混みます……！

椎木講堂のお隣では巨大な新中央図書
館の整備が進んでいます。右の完成イ
メージのうちの３分の１がまず出来上が
り、平成３０年秋のフルオープンにむけ、
さらに工事が続いています。
どうぞ楽しみにしていてくださいね！

★ウサコ★
伊都キャンパス１年生の学部生。パ
ンダ先輩にあこがれて一人前の九
大生になることを夢見ている。

地下の自動書庫には
56万冊の本が
所蔵されているよ。

図書館ロビーの一番はしに
あるLibcaではお弁当も
売ってます。

自動書庫の出納は１階
のカウンターで受け付
けています。

うさこびっくり！

学生証を忘れずにね！
ゲートでかざして
図書館に入館だ！

学生証を忘れても大丈夫！
インターホンでカウンターに

声をかけてね！

お弁当はロビーか
２Ｆのリフレッシュルームで
召し上がってくださいね。

目を離すとデザインが
変わっています。
パンダとウサコの活躍を
見過ごさないで！

講義が専門用語だらけでついていけな
い、早速、レポート課題が出たけれど、何
を書けばいいの？
そんな時は、図書館の学習相談デスクに
来てください。院生さんが優しく教えて
くれますよ。課題だけでなく、進路相談な
ども受け付けています。４月にはレポー
トの書き方講座も開催！

借りたい本と学生証と本を持ってカウ
ンターへ！
ここで貸出手続きしてもらえます！

可動式のテーブルと椅子、ホワイトボー
ドがあります。友達との勉強会やグルー
プワークにどんどんご利用ください！

学習相談デスクにいるのは、
Cuter.Supporters（通称 Cuter）と
呼ばれる院生さんです。
青いパーカーが目印★

★入館ゲート★

★リブカ★
★伊都図書館名物★黒板★

★貸出・返却カウンター★

★学習相談デスク★

伊都図書館2階ラーニングコモンズ前に
ある課題文献コーナー。基幹教育科目関
連の資料を配架しています。

伊都図書館の1Fと2Fの図書はNDCと
いうルールに従って並べられています。

１階から３階まで小規模なゼミ、研究会
やグループ学習などに利用できる、グ
ループ学習室、オープンセミナー室を
設置しています。

★課題文献コーナー★

★伊都Cuter 集合★

★ラーニングコモンズ★

伊都図書館の冒険はどうでしたか？
伊都図書館の使い方をマスターしたらあなたはもう立派な九大生！
これからの大学生活を楽しんでね！

ちょっと小腹がすいたなあという時はぜ
ひここで一息。

★リフレッシュルーム★

伊都図書館には約100万冊の蔵書がありま
す。あてもなく図書館の海に飛び込む前に図
書館ウェブサイトの九大コレクションで検索
して、所蔵場所と所在記号をチェックして探し
ましょう！他キャンパスの図書館に本がある時
は、近くの図書館に本の取寄せができます。
Webの取寄ボタンをポチっとしてね★

こちらの黒板、たま～に九
大図書館の公式twitter
（@QLib_info）にも登場し
ます！チェックして
くださいね。

分からないところを
ききにきました！

貸出お願い
しまーす

相談デスクで待ってマス！

ゼミやミーティングにもオススメ

図書館内は
蓋のできる
飲み物は
持ち込みＯＫ

本の探し方

３階は４月より
リニューアル

オープンなのです！

迷った時は館内の
あちこちにある

検索用端末で本を探して！
ここに貼られた番号をチェック！BF

1F

2F

3F

九大図書館Webサイト
使いこなせば九大生の強い味方☆

マイページの使
い方

マイページにログインすると、Webからこんな事ができます！

　・資料の予約・取寄、貸出し期限の延長
　・図書購入リクエスト
　・図書館内の部屋(演習室・学習室)の予約
　・文献の取り寄せ(ILL)
　・学外（自宅やカフェ等）からでも学内と同じくデータベース
が閲覧可能

各館の開館時間が
一目で分かる！

紙の資料だけではなく、オンライン上で閲覧可能な電子書籍や
電子ジャーナルも充実しています♪入り口はこちら

トップページから九大所蔵資料が検索出来ます。
まずは検索してみよう！

SSO-KIDと
パスワードで
ログイン！

バナーからも各コンテンツにアクセス
(一番右のバナーはたまに変わるよ)

見学窓から
自動書庫が見える！

撮影協力：
九州大学
ねこ部の
みなさん

九州大学ねこ部

@Qneko22で
ｔｗｉｔｔｅｒも発信中！

（読みたい本がない時は、図書館に本の購入を頼んでみよう！）


