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電子書籍はマンガや教科書くらいしかないと思っているアナタ！
実は英語の勉強や異文化理解にも役立つ本がいっぱい！
自宅のコタツであったまりながら、異文化の世界へ思いを馳せることができます♪

　11月に伊都図書館1Ｆにラーニングコモンズがプレオープンしました！壁一面のホワイトボー
ド、可動式の机や椅子、スクリーン等さまざまな設備を用意しています。多様な使い方ができる
スペースですのでどんどん活用してください。
　引き続き、改修工事が完了する3月末まで利用の制限等でご迷惑をおかけしますが、どうぞご
理解くださいますようお願いいたします。

伊都図書館1Fラーニングコモンズがプレオープンしました！

　昨年10月20日から11月16日まで、九州地区の大学図書館が合同で「Library Lovers’
キャンペーン」を開催しました。九州地区合同企画「ブックレシピ」の展示、「学生の私、現在の
私」をテーマに6人の先生方にお話をいただいた「Talking Night」、蓄音機によるSPレコード
鑑賞会「音楽の夕べ」、全国大学ビブリオバトルの九州大学予選会と、各図書館でイベント盛
沢山の1ヶ月となりました。九州地区の教職員・学生が3冊の本を紹介した「ブックレシピ」は、皆
さんの目に留まったのではないでしょうか。
ブックレシピは、Webで公開しているので、これからのあなたの読書に役立て
てくださいね！

Library Lovers’キャンペーン2015を開催しました

 ・ 伊都国歴史博物館・九州歴史資料館共同開催特別展
「国境の山岳信仰―脊振山系の聖地・霊場を巡る―」
　　会　　場：伊都国歴史博物館 　期　　間：2016.1.30～ 3.13
　　展示資料：『背振山堺図』（中央図書館廣瀬文庫所蔵）
 ・「小川敬吉資料展―朝鮮総督府の文化財調査官が遺したもの―」
　　会　　場：佐賀県立名護屋城博物館 　期　　間：2016.1.29～ 3.21
　　展示資料：『朝鮮古蹟図譜』『古蹟調査特別報告』（中央図書館所蔵）

附属図書館所蔵資料の展示情報

　昨年６月から中央図書館で目録作成業務を担当し、11月からは文系合同図書室の資料サービ

ス係員として勤務しています。こちらに来てからはカウンター周りの業務など覚えることが盛

りだくさんで、日々勉強の毎日です。先日、利用者の方がお探しの資料を見つけられた時に、満面

の笑みで「ありがとうございます！」と言って下さり、とても嬉しかったです！！ 趣味は５歳から始

めたサッカーです。好きなクラブチームはもちのロン（死語？）で、アビスパ福岡です！！本拠地で

あるレベルファイブスタジアムに観戦に行った際に、山笠の掛け声(おいっさ～)をモチーフにし

た応援歌が歌われており、感動しました！！分からない事ばかりでアタフタしてしまう場面も多い

かと思いますが、みなさまどうぞ宜しくお願い致します。

コラム
図書館員のお し ゃ べ り

● 新図書館情報 巨大！自動書庫
● 電子書籍であんなことやこんなことも！
● 図書館員のおしゃべりコラム

● Hon☆Bana in English
● 資料紹介「狩野亨吉生誕150周年」
● 自著紹介
● NEWS
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（文系合同図書室　資料サービス係　木下　博貴）

VOL.10あんなことや
こんなことも！で

英語多読用におススメ！

コタツでも研究する！という方には

多読とは、辞書を使わずにわからないところはとばしながら、英語読書教材を楽しく読む学習法です。
洋書の中から読みやすい本（青少年向け、恋愛、友情ものなど）や、日本人作家（村上春樹など）の英訳
本などを約800タイトルそろえています。

現在、主に以下2つのトライアルを行っています。
トライアルの利用結果を、購入タイトル選定の参考にする予定ですので、
ぜひご利用ください。

アクセス方法はこちら：
図書館HP＞データベース　にて以下のサイトへGO！
 ・ Maruzen eBook Library → 英語教材で有名なMacmillan Language Houseが出している、
英語レベルに応じて選定したシリーズがあります

 ・ eBook Collection (EBSCOhost) → Murakami, Haruki  等で検索
 ・ ProQuest ebrary → Orca Book Publishers* で検索 
 　* 中高生むけの小説や、児童向けの絵本や読み物を多数刊行するカナダの出版社。まさに多読向けのコレクションです！

Wiley Online Library
Wiley社の電子ブック（理工医学から人文社会まで幅広い分野の 約16,000 タイトル）が
2016年3月末まで利用できます。（オンラインレファレンスワークスは含まれていません）
（Wiley社は、特に化学系出版社として有名です。このトライアルには3,000点以上の化学
関連書籍が含まれています）

アクセス方法はこちら：
図書館HP＞ニュース＞期間限定！お試し版が利用できます。

eBook Academic Collection （EBSCOhost）
人文社会科学から理工・医学に至るまで多岐の分
野を収録。洋書は13万点以上、和書は7,000点以
上のタイトルが2016年2月末まで利用できます。

アクセス方法はこちら：
図書館HP＞ニュース＞EBSCOhost 電子ブック
トライアルの実施

国際化学生委員会SCIKyuのみなさん

　着々と工事が進む新中央図書館では、12月から外壁のタイル貼りも始まりました。そんな図書館の内部には収容能力150万冊
以上の自動書庫が導入されます。今回はいましか見ることのできない光景をご紹介！

　自動書庫は、コンテナに効率的に図書や雑誌を格納し、出納作業が半システム
化された書庫で、必要な資料はパソコンから出庫要求することができます。

　自動書庫には、右の写真のよう
に、びっしりと置かれたラックやコン
テナ、コンテナを取り出すクレーン
などからなるのですが、いまはまだ建
物工事中なので左のように、がらー
んとした空間が広がっています。

　伊都図書館にもすでに80万冊
収容の自動書庫が導入されてお
り、地階の見学窓からは図書の
入ったコンテナをクレーンが取り出
す様子をみることができます。

新図書館情報 巨大！自動書庫

タテヨコ28m×40m、天井までの高さは12m！
奥にいる人の大きさを見れば、

空間の巨大さがよくわかりますね。

こちらは伊都図書館の自動書庫。　
英語では“Automated Storage and 

Retrieval System”

後期試験期間、開館時間を延長します！
【伊 都 図 書 館】　1/21～2/10の平日は夜10時まで開館（通常は夜9時まで） ※土日は変更ありません
【中 央 図 書 館】　1/23～2/7の土日は夜8時まで開館（通常夕方6時まで） ※平日は変更ありません
【芸術工学図書館】　1/31、2/7は日曜開館（通常日曜日閉館） ※開館時間は変更ありません
※医学・筑紫・文系合同図書室は通常どおり

イ マ

http://librarylovers2015.blog.jp/



資料紹介 自著紹介 本学教員より寄贈いただいた著作です。ぜひ読んでみてください。

教育における指導ラウンド : ハーバードのチャレンジ
E. シティ , R. エルモア , S. フィアマン , L. テイテル著　八尾坂修監訳

ISBN: 9784759920987

医師が使用するメディカルラウンド（回診）モデルか
らヒントを得て、本書の著者は「指導ラウンドネットワー
ク」と呼ばれる新たな専門的な学びの方法を開発。こ
のプロセスを通して、教育分野の指導者、学校の教
育関係者、教育行政当局に「質の高い効果的な指
導とはどのようなものか」について示唆に富む共通認
識をはぐくむ。各州の事例もあり明解です。教授法と
学習法、学校組織を改善させる波及力のある書です。
近年、日本でも実証研究が試みられています。

[所蔵館：中央/文系]

風間書房　2015

法学研究院　准教授　田中　孝男
自治体法務の多元的統制̶ガバナンスの構造転換を目指して

田中孝男著ISBN: 9784474053298

　1990年代後半から、日本では地方分権改革が進
み、政治行政における地方自治体（自治体）の役割が
増大しました。同時に、国の行政機関（中央省庁）から
自治体への介入権限が、縮減されました。しかし、代わ
りに、裁判所や地域住民、さらには自治体の行政当局
自身による適切な自治体活動の統制が求められま
す。本書は、このような地方分権時代における自治体
の法務活動の多元的な統制の主体や方法の現状・
課題とそのあり方を、著者の約20年の地方公務員経
験も踏まえ、考究したものです。地方公務員を志望す
る皆さんに読んでほしいと思います。

[所蔵館：中央/伊都/文系]

第一法規　2015

法学研究院　准教授　嶋田　暁文
地方自治の基礎概念 嶋田暁文 , 阿部昌樹 , 木佐茂男編著

太田匡彦 , 金井利之 , 飯島淳子著
ISBN: 9784875556695

　本書の特長は、日本の地方自治法制の諸前提を
根本から問い直し、「日本の地方自治法制が暗黙裡
にいかなる価値的立場を採ってきたのか（いかに統治
効率性を重視してきたのか）」を明らかにする点にあり
ます。例えば、「自治体は住民を含むのか。それとも、住
民を含まない単なる機関なのか」という、根源的であり
ながら十分に論点化されてこなかった問題が、本書で
は論じられています。早くも「今後、日本の地方自治を
論じるうえでは、不可欠な著作」と評価されています。
やや難解な本ですが、序章の解説を手掛かりにご一
読いただけると幸いです。

[所蔵館：中央/伊都/文系]

公人の友社　2015

基幹教育院　教授　丸山　徹
徹底解説！心電図－基礎から臨床まで－ 森博愛 , 丸山徹編著
ISBN: 9784870551336

　心電図のテキストは巷に多々あります。学生、研修
医、循環器専門医など読者によりテキストでは心電学
の幅と奥行きが違いますが、本書は敢えて特定の読
者層に対象を絞っていません。学生さんから良く出る
質問「同じ虚血性心臓病でも狭心症と心筋梗塞で
ST部分の動きがなぜ反対なのか？」に対しても、循環
器領域や健康診断・人間ドックで最近話題になって
いる遺伝性不整脈（ブルガダ症候群、J波症候群、
QT延長症候群など）に対しても平等に解説している
点で、本書は広い読者層を対象にしています。ぜひ一
度手に取って頂ければと思います。

[所蔵館：医学]

医学出版社　2015

学校開発力と人 八尾坂修著

ISBN: 9784863713253

本書は「学校開発力」を構築する上での4つの構成
要因（組織マネジメント力、教師指導力、保護者･地域
連携力、学校文化力）について考察するとともに、望ま
れるプロフェッショナルスクールリーダーの役割につい
て探っています。また、保護者との信頼構築、いじめ防
止対応策、少子化問題、学校適正配置、なぜ秋田県
は学力日本一なのか、などに焦点を当て課題対応策
を探っています。小･中･高･大学を通過しつつある学
生さんにとっても看過し得ない視角です。

［所蔵館：中央/伊都/文系］

ジーアス教育新社　2015

人間環境学研究院　教授　八尾坂　修

王さまと王さま リンダ・ハーン , スターン・ナイランド著
アンドレア・ゲルマー , 眞野豊訳

ISBN: 9784780802214

これまでの絵本に描かれてきた恋は、お姫さま
が王子さまと結ばれるという、異性愛を前提とした
お話ばかりでした。しかし、実際は異性に恋をする
人だけではありません。この絵本に登場する王子
さまは、別の王子さまと結ばれ幸せに暮らします。
私たちはこの絵本を通して、性的マイノリティは特
別な存在ではなく、私たちの身近に存在している
こと、同性を好きになってもちっとも不思議なこと
ではないということを多くの子どもたちに知ってほ

しいと思っています。9言語に翻訳され、世界各国で読まれているオランダ原作
の絵本です。子ども用の演劇にもされています。

［所蔵館：中央/伊都］

ポット出版社　2015

比較社会文化研究院　准教授　アンドレア・ゲルマー
地球社会統合科学府博士後期課程　眞野　豊

武内謙治著少年法講義
ISBN: 9784535521117

本書は、法学・刑事政策学・犯罪学の知見を用い
て、少年法に関係する問題を体系的に検討した教科
書です。本書は、九州大学法学部では2002年から、
そして法科大学院では2005年から開講している少年
法の講義での経験を元にして執筆されています。その
意味で、本書は、メイド・イン・九大であり、九州大学の
学生の皆さんとの共作です。ご一読の上、ご批判頂け
ますと幸いです。

［所蔵館：中央/文系］

日本評論社　2015

法学研究院　教授　武内　謙治

分権危惧論の検証 嶋田暁文 , 木佐茂男編著
青木栄一 , 野口和雄 , 沼尾波子著

ISBN: 9784875556688

　分権改革をめぐっては「全国画一の統一性と公平性
を過度に重視してきた旧来の『中央省庁主導の縦割り
の画一行政システム』を打破するために必要だ」といっ
た主張は聞かれるものの、「具体的にどのようなメリットが
生じるのか」といった疑問や「地方分権が進むとさまざま
な問題が生じるのではないか」といった危惧に対する回
答は、十分になされてきませんでした。本書の特長は、教
育・都市計画・福祉という個別政策分野に着目し、自治
体現場から「分権のメリット・デメリット」を明らかにしてい
る点にあります。読みやすい本なので、是非、手に取って
みてください。

公人の友社　2015

[所蔵館：中央/伊都/文系]

狩野亨吉（『狩野亨吉遺文集』
（岩波書店、1958）より）

東京大学駒場博物館で展示された
『九州帝国大学医書目録』（東京大学蔵）ほか

「九州大学附属図書館と狩野文庫」展 『天経或問発揮』
（中央図書館桑木文庫蔵）

『重訂解体新書銅版全図』
（医学図書館蔵）

　九州大学に附属図書館が設置される1922年以前に、日本近代眼科医療の草分け的存在であ

る医学部眼科教室初代教授大西克知、理学部の基礎を築いた工学部数学物理学教室教授桑木

彧雄といった九大草創期の人物が、親交があった東京の狩野亨吉から大量の図書を購入しました。

狩野亨吉は近代日本を代表する思想家・教育家で、それらの図書は、中央図書館狩野文庫の朝鮮

本・人名録・書目類、中央図書館桑木文庫中の数学天文書、医学図書館貴重図書室中の眼科教

室旧蔵の類書・医書類、以上三つのコレクションに収められており、その中には九州大学を代表する

貴重書が多数含まれています。

狩野亨吉生誕150周年 田村　隆　東京大学准教授

狩野亨吉の旧蔵書
九州大学草創期の蔵書の基盤となった

狩野亨吉（1865～1942）は幕末の出羽国秋田郡大館に生まれ
た。東京帝国大学の数学科を卒業後、哲学科に編入し卒業、大学院
へ進んだ。旧制第一高等学校の校長や京都帝国大学の初代文科
大学長などを歴任する一方、能筆としても知られ、岩波書店の『漱石
全集』の題字を揮毫した。依頼主の岩波書店創業者岩波茂雄は一
高時代の教え子である。夏目漱石とも親交があり、熊本五高と一高で
は同僚だった。
狩野は蒐書家としても名高く、10万冊を超える膨大な蔵書は「狩野
文庫」として東北大学附属図書館に収められている。『史記』と『類聚
国史』の二点は国宝に指定されるなど、「狩野文庫＝東北大学」とい
うイメージが根強いが、九州大学附属図書館の山根泰志氏や鹿児
島大学の大渕貴之氏らによる近年の調査の結果、九州大学におい
ても狩野から約2000部7500冊に及ぶ書物を購入していたことが判
明した。受け入れの事実自体は青江舜二郎『狩野亨吉の生涯』（中
公文庫、1987年）にも記載があるが、実態は長らく不明とされてい
た。詳しくは図書館の電子展示「狩野亨吉と九州大学」を参照された
い。
昨2015年は狩野亨吉の生誕150周年にあたる。それを記念して
秋には東北大学附属図書館の「狩野文庫の世界～狩野亨吉と愛
蔵書～」（10/5～11/3）、東京大学駒場博物館の「教育者・蒐書
家・鑑定人 狩野亨吉 生誕150周年記念展」（10/17～12/6）、九
州大学医学図書館の「九州大学附属図書館と狩野文庫―眼科学
教室旧蔵本を中心に―」（11/26～12/16）と、三大学の所蔵資料

展が続けて開催された。
展示会に合わせ、11月3日には東京大学駒場キャンパスにおいて

「狩野亨吉生誕150周年記念「狩野亨吉の書物」研究会」を開催し
た。中村士氏「狩野亨吉の天文暦学書蒐集と国立天文台史料」、曽
根原理氏「狩野旧蔵書の東北大学受け入れをめぐって」、山根泰志
氏「狩野亨吉と九州大学」という三つの充実した報告があり、司会を
筆者が務めた。前日の2日には予習として東北大学の展示を拝見し
た。
上記三大学の他にも、京都大学総合博物館には「狩野亨吉氏蒐
集古文書」と呼ばれる史料群があり、東京都立中央図書館の蔵書に
も旧日比谷図書館から引き継いだ本の一部に「狩野氏図書記」の印
が見出されるという。また、昨年は永青文庫や福岡市美術館で春画
が展示され話題となったが、狩野が大量に蒐集したと伝わる春画のコ
レクションは今も行方が知れない。狩野亨吉の書物は、いまだ全容の
把握には至っていない。追跡の手がかりの一つは、先に挙げた「狩野
氏図書記」の蔵書印であろう（図版参照）。図書検索の検索窓に入
れるのは何も書名や著者名ばかりとはかぎらない。試みにCiNii 
Booksで「狩野氏図書記」という印記で検索すると、狩野が集めた文
理にわたる広範な書物が所蔵先情報とともに並び、旧蔵書復元の一
助となる。ただし、未整理・未登録の資料は当然そこから洩れるわけ
で、学問分野や所蔵機関をまたいでの「横断検索」が、画面上でも、
実地の調査研究でも必要である。

つこう

さとし

おおだて

伊都図書館では2016年4月に国際交流ラウンジを、2016年秋に
一部開館する新中央図書館では、国際交流の拠点ともなるアクティ
ブラーニングスペースを開設予定です。 そういうことなら、ひと足お
先に本を片手に国際交流してみましょう！ということで、大学の国際
化に関する活動をしているSCIKyuのみなさんと本の紹介トーク
“Hon☆Bana in English”を開催しました！！

本をきっかけに話題がふくらみ、ホワイトボードも iPad も大活躍の Hon☆Bana in English となり
ました。 新しい国際交流スペース、留学生と日本人学生が気軽に楽しく交流できるような場にして
いきたいですね！

SCIKyuとは・・・
「九州大学国際化学生委員会」の略称
九州大学の学生（留学生・日本人学生）と教員
からなる委員会で、大学の国際化や学生の国
際交流に関する様々な活動を提案、企画、実施
しています。

主人公の少年と２匹の狩猟犬の冒険物
語。子どもの頃に出会った本で、物語で
泣いたはじめての一冊です。

Woo Hee yung（農2, Korea）

With a good 

teacher, 

physics is 

NOT boring!

If I had read this book, 

I would’ve come to 

like mechanics…

Elnaz Nakhaei（シス生D1,Iran）

Bodhinand
a Chandr

a

(工4,Indone
sia)

色々な言葉のルーツを知ることができ
る本を趣味で読むことが多いですね。
違う言語でも同じ単語があったりして
面白いですよ。大学院での専攻は…化
学です。全然関係ないですね（笑）

Lewin教授が自
分の体を吊るして
いる体当たりの講義をYouTubeで見
て、この本を手に取りました。知識をた
だ暗記するのではなく、実践して学ぶこ
との楽しさを教えてくれています。

For
the Love of 
Physics
 by

 Walter Lewin

オーストラリアの世界地図
は、私たちが知っているも
のと逆さまだって知ってい
ますか？当たり前のことを
疑ってみると思わぬ発見が
あるかもしれません！

99.9％は
仮説

竹内薫 著
光文社 2006

The
Kite Runner

 by
 Khaled Hosseini

『これが物理学だ！』
ウォルター・ルーウィン著

東江一紀訳
文藝春秋　2012

Japanese titles are very different!

Jeevan Joshy
(工3,India)

Nothing is “absolutely true”.
Everyone has different views.

Even common 
sense, it’s just 
an assumption.

おおにしよしあきら くわ き

あや お かのう こうきち

電子展示「狩野亨吉と九州大学」へのアクセス方法 図書館HP ＞ バナー「デジタルギャラリー」 ＞ 電子展示「狩野亨吉と九州大学」

Where
the Red Fern
Grows
 by

 Wilson Rawls

日
本
語
訳
も

　あ
り
ま
す
！

日
本
語
訳
も

　あ
り
ま
す
！

『君のためなら千回でも』
カーレド・ホッセイニ著

佐藤耕士訳
早川書房　2007

アフガニスタン出身の作家による、幼馴
染の少年２人の友情を描いた感動的な
ストーリー。映画化もされているので、
映画で内容を理解してから原作を英語
で読んでみてはどうでしょうか？

365日分の中国の名言が載った一冊。
一番好きな言葉は「疑行は名無く、疑事は
功無し」。確信を欠いたあやふやな行動で
は、名声や功績は得られない。何事にも自
信をもって断行する、という意味です。

中国古典
一日一言

守屋洋 著
PHP 研究所 2013森田 理喜（工4）

高橋　遼（工2）


