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九州大学医学部の卒業生であり、2014年に九州大学特別主幹教授に就任された中村哲
先生の寄贈図書コーナーを、医学図書館1階閲覧室に設けました。30年余にわたりパキスタン
やアフガニスタンで医療、社会基盤施設建設などの活動を実践された中村先生の著書に込め
られた考え方を共有し、真の復興や国際貢献について考えてみませんか？図書は貸出もできます
ので、ぜひ手にとってご覧ください。

講義室や院生室だった3階を図書館に改修するほか、エントランスホールの天井耐震化や学修スペースの新設を行います。工事中
も基本的に開館しますが、一部エリアの利用に制限が生じます。今後詳細は以下のページで随時お知らせしますのでご確認ください。
図書館ホームページTOP＞下部メニュー＞伊都図書館改修工事
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/ito_remodel
みなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。

中村哲氏 特別主幹教授就任記念寄贈コーナーを
設けました【医学図書館】

附属図書館では、平成27年度九州大学開学記念行事
として5月11日から18日まで「雅俗繚乱―中野三敏江戸学
コレクションの世界―」を開催し、中野三敏本学名誉教授
の旧蔵コレクション「雅俗文庫」を中心に73点を展示しまし
た。来場者は711名にのぼり、訪れた人は江戸文化を総覧
する和本類から当時の多様な文化と高い印刷技術に関心
を寄せていました。5月16日には関連講演会「江戸文化辻
談義―中野コレクションから見えるもの」を開催し、本学の
学生や教職員だけなく研究者や一般の方で会場は満員となり、来場者は登壇された先生方の話に熱心に耳を傾けていました。

附属図書館貴重文物展示
「雅俗繚乱―中野三敏江戸学コレクションの世界―」を開催

試験期間中、以下の図書館で開館時間を延長します。試験勉強に、レポート執筆に図書館をご活用ください。

試験期開館時間延長

8月から伊都図書館改修工事が始まります

現在、椎木講堂の隣に建設中の新中央図書館は2期に分けて整
備されます。1期工事では全体の3分の1（アクティブラーニングス
ペースや自動書庫など）を建設し、平成28年10月に建物の一部を
先行して開館する予定です。引き続き2期工事として残りの3分の2
を建設し、平成30年10月に全面オープンの予定です。今回は新し
い中央図書館の内部について少しだけご紹介します。

可動式の机、椅子を中心に構成される
約1,000㎡のフレキシブルな学修空
間。
グループ学習や講習会、プレゼンなど
使い方は多彩。国際交流などのイベン
トスペースとしても活用できます。

4階建ての図書館の中央には、ダ
イナミックな吹き抜けの大空間が。
吹き抜けを囲むように閲覧席や壁
面書架があり、アカデミックな雰囲
気にあふれた空間となります。

 対馬 : ごきげんよう。芸工図書館の看板娘？木製彫像の「対馬」でござい

ます。今回は、芸工図書館へ配属された２名の新人職員にインタ

ビューを行いたいと思います。どうぞ～いらっしゃ～い。

 T & I : こんにちは。よろしくおねがいします。

 対馬 : 芸工図書館で働き始めてしばらく経ちましたが、いかがかしら？

 T : 日々の目録業務はもちろん、休み時間のバドミントンにも懸命に

励んでいます！

 I : カウンター業務だけでなく、他キャンパスや学外とのやりとりも

あり、楽しく働いています。

 対馬 : あらそう。次に、芸工図書館の好きなところを教えてちょーだい。

 T : 館内各所にアート作品が展示されており、美術館のような、ちょっ

とした非日常を味わえるところでしょうか。

 I : 先生方や学生の方々との距離感が近いことと、閲覧フロアのお

しゃれなイスが好きです！

 対馬 : …あらやだ。早いもので最後の質問になりました。

 T & I : 本当に早いですね (笑)

 対馬 : 九大の学生や芸工図書館

を利用される方々へメッ

セージをどうぞ。

 T : 人として善く生きるために、多くの本を読み、学び、仕事と遊びに

全力投球できる、そんな素敵な社会人に皆さんがなられるよう

願っています。私もがんばります！

 I : 芸工図書館は芸術工学に関連する書籍だけでなく、いろいろな資

料を所蔵しています。自分の研究分野や趣味以外にも素敵な本と

の出会いがあるかもしれません。現実逃避…もとい息抜きにも

利用していただきたいです。  

 対馬 : ありがとうございました。ワタシも、いつもここでみなさまをお

迎えします～

（写真左から　芸術工学図書館 情報サービス係　泉　愛、 対馬、 

芸術工学図書館 目録情報係　竹内嘉与子）
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● 新図書館情報
● Cuterからの学びのヒント
● 図書館員のおしゃべりコラム

● あなたのレポート、もっとよくしませんか？
● 自著紹介
● NEWS
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【伊都図書館】
7/21～8/7は平日夜10時まで開館
　平日　　　9：00～22：00（通常21：00まで）
　土日祝日　10：00～18：00

【中央図書館】
　平日 8：00～22：00
　土日祝
　（7/18,19,20,25,26） 10：00～20：00
　土日（8/1,2） 9：00～20：00
　（オープンキャンパスのため朝9時開館）

【芸術工学図書館】
8/2は日曜開館
　平日 8：30～21：00
　土日祝日 10：00～17：00
 （通常日曜日閉館）

　　※医学・筑紫・文系合同図書室は通常どおり

数々の試験をのりこえて、今がある！
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九州大学 PLANET-Qのみなさん

VOL.10カウンターに来れないあなたに！
各Cuterのシフト時間に相談に行けなくても大丈夫！
彼らの知識と経験を結集させたサイトがあります。
以下はほんの一例です。ぜひご覧あれъ( ﾟｰ^)♪

　 図書館ホームページTOP ＞ 学習 ＞ Cute.Guides
 ←またはここから

実験ノートの書き方 微分積分学 微生物の世界

地域で取り組むまちづくり 化学実験-基礎のキソ 中国語を楽しく習得

昨今話題を集めた実験ノート。
みなさんの研究成果を正しく記録する
ためのコツを学びませんか？

図書館にある微分積分の本を内容やレ
ベルで分類！
自分にあった参考書を探してみてください。
線形代数編もあります。

特に検査専攻の人は必見！とっつきにく
い微生物学を分かりやすくまとめた超
大作！

最近よく耳にするまちおこし。
レポートのネタ探しにも使えますよ 
(*^ーﾟ)v ★

基本すぎて教えてもらえない、聞きづ
らい・・・
サンプルを間違えないコツなどなど、
1からおさらいできます☆

中国人留学生による中国語の学習方法を
紹介。中国で人気の映画やベストセラー
小説を楽しみながら勉強してみては？

新図書館情報

［新中央図書館基本計画］ 図書館ホームページTOP＞下部メニュー＞新図書館計画＞新図書館に関する諸計画＞新中央図書館基本計画

■アクティブラーニングスペース（4F） ■４層吹き抜けの大空間

１期工事 2期工事

前期試験、
がんばって！！

Cuterからの

 びのヒント #3
学



な ま え：仲井間健太
せんもん：政治哲学・思想
とくいわざ：締切延ばし

な ま え：倉八 誉史輝
せんもん：機械工学
とくいわざ：ポーカーフェイス

な ま え：嘉村 侑起
せんもん：機械工学
とくいわざ：はやね

な ま え：蝦名 直也
せんもん：無機地球化学
じ ま ん：流浪の旅人
 （北海道→沖縄→福岡）

な ま え：田井 浩人
せんもん：行政学
とくいわざ：猫の鳴きまね

な ま え：大澤 祐太朗
せんもん：有機宇宙地球化学
じ ま ん：喋ると留学生に
　　　　　間違えられる

な ま え：木村 栞太
せんもん：教育学
じ ま ん：昆虫標本を1000体
　　　　　以上隠し持っている

な ま え：古川 琢磨
せんもん：アメリカ文学
とくいわざ：小説執筆による
　　　　　迷キャラ連続爆誕

な ま え：山田 千尋
せんもん：看護学
じ ま ん：よく食べること

な ま え：土居 梨映子
せんもん：免疫学
じ ま ん：遥か昔テコンドー
　　　　　をやっていた

な ま え：小池 研太朗
せんもん：医学
じ ま ん：ありあわせで
　　　　　料理できます！

な ま え：福田 博之
せんもん：細菌検査学
じ ま ん：最近、プロテインを
　　　　　飲み始めた

な ま え：石田 夏美
せんもん：土壌微生物学
とくいわざ：ゲテモノ料理

な ま え：本田 功輝
せんもん：機械工学
とくいわざ：いっぱつぎゃぐ

な ま え：岩波 俊彦
せんもん：朝鮮史学
とくいわざ：天神地下街で迷い、
　　　　　伊都でも迷う

な ま え：高野 瑞己
せんもん：土木工学
とくいわざ：頭に爪楊枝が
　　　　　500本（以上）
　　　　　刺さる

な ま え：趙 蘂羅
せんもん：日本近代文学
じ ま ん：食欲＜睡眠欲
　　　　　＜飲酒欲

な ま え：大場 健司
せんもん：比較文学
じ ま ん：実は新米パパ

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。

『遼東半島上馬石貝塚の研究』 宮本一夫著

ISBN: 9784798501499

70年の時を経た待望の調査研究書である。1941年
に発掘された中国遼東半島上馬石貝塚は、新石器時代
から青銅器時代さらに初期鉄器時代に至るまで連綿と
続く遺跡である。上馬石貝塚の発掘調査・分析による遼
東土器編年が、朝鮮半島を介在として中国中原と北部
九州を結びつけ、弥生の実年代を解明した。さらには、韓
国無文土器文化の起源を土器製作技法から繙き、そし
て弥生土器の起源を明らかにする。また、韓国初期鉄器
時代文化の起源が遼東にあることを、初めて実証的に
明らかにした。

[所蔵館：中央]

九州大学出版会　2015

九州大学病院　医師　菊池　良和
『エビデンスに基づいた吃音支援入門』 菊池良和著

ISBN: 9784761407452

吃音とは古くから知られている疾患ですが、色々な情報
にあふれています。何が正しいのか、何が間違っているの
かを判断するには、科学的データを基にしたエビデンスを
知ることが大切です。エビデンスから「親は悪くない」「吃
音を意識させてもいい」「左利き矯正は原因ではない」な
ど色々なことが分かってきました。本書では、吃音という単
なる癖、と思われていたものを、医学的な対象疾患と見ま
した。科学・医療分野の方々がエビデンスとは何か？を考
える一冊ともなるのではないでしょうか。

[所蔵館：医学]

学苑社 2012

『吃音のリスクマネジメント－備えあれば憂いなし』 菊池良和著

ISBN: 9784761407650

21世紀はリスクマネジメントの時代です。幼児から発
症している吃音は、約８割治るが、残りの人は治らず、吃
音を持ったまま成人となり、人生を過ごしていかないとい
けません。治らない言語障害に対して、どうすればいいの
か？大人にできることは、成長する上で吃音に伴う不利
益を最小限にすることです。本書には、吃音に伴う不利
益を予防し、備えるための29のリスクマネジメントを記載
しています。吃音以外の小児からの疾患にも同様のこと
が使えると思います。

[所蔵館：医学]

学苑社 2014

『ホルンの最期』 クリストフ・ハイン著　津村正樹訳

ISBN: 9784810203066

かれこれ30年も昔の旧東ドイツの小説である。何を今さ
らと思われる向きもあるだろう。しかし、外国の作品には
様々の事情のために、結局翻訳されそびれるものが生じて
くる。後から考えてみると、どうしてこんな傑作が翻訳されな
いでいたのだろうかと思われる。この『ホルンの最期』はその
典型である。焦点は旧東ドイツにおける文化政治的イデオ
ロギーと、その欺瞞性を許容できないひとりの歴史研究家
の論理との確執である。後者は自死で抵抗する。その次第
が彼の近くに生きていた５人の人間の口をして、非常に大
きな弧を描きながら語られる。

[所蔵館：伊都]

同学社　2015

名誉教授（比文）　服部　英雄
『蒙古襲来』 服部英雄著

ISBN: 9784634150614

　蒙古襲来は近代以前で最大の国内外国戦争である。太
平洋戦争以前には国威発揚で日本の勝利が賛美顕彰さ
れた。戦後になって、しばりのない自由な研究が可能になっ
たが、通説が改まることはなかった。通説は１００年ほど前の
研究者によるもので、再検討すると矛盾が多かった。本書
に新出史料の発見はない。この分野の研究者ならだれでも
知っている史料ばかりを使っている。ただし史書ではなく創
作であった『八幡愚童訓』や、後世に偽作された古文書な
ど、史料として使ってはならないものは使わなかった。それだ
けで、歴史像が変わる。

[所蔵館：中央/伊都]

山川出版社　2014

このほか、以下の著作をご寄贈いただきました。

人文科学研究院　教授　川本　芳昭

言語文化研究院　教授　津村　正樹

『東アジア古代における諸民族と国家』 川本芳昭編

ISBN:9784762960239

今日の東アジアは、中国、朝鮮、日本等を巡る複雑な国際
関係の中にある。そこに米国やロシア、東南アジア、より広く
とれば中国のいう海陸のシルクロードをめぐる角逐も存在して
いる。こうした東アジアにおける関係は、過去にもその類型を
見ることができる。本書は、漢から唐に至る時代における東ア
ジアの国際関係の中に、今日の東アジアの国際関係の原
型を見出し、この時期に生じた諸民族の大移動、諸民族間
の抗争と融合、それまで倭国と呼ばれていた日本が、何故国
号を変更し、日本と自称するようになるのかといった問題等に
ついて取り扱ったものである。

[所蔵館：中央]

汲古書院　2015

持続可能な社会のための決断科学センター　助教　杉本　めぐみ
『Geoethics （Chapter26 - Geoethics  and 
Risk-Communication Issues in Japan's Disaster 
Management System Revealed by the 2011 
Tohoku Earthquake and Tsunami）』 杉本めぐみ分担執筆

ISBN:9780127999357

「東日本大震災は想定外」。実は、その背後に日本特有
の科学の利用法や社会システムが被害を拡大させた事
実。３年かけてアメリカの科学や津波の防災システムを科
学者や災害担当官に聞き取り調査し、インド洋津波の災
害後に出された論文から日米の異なる対応を比較してまと
めました。最後に踏みとどまる術は、研究者の倫理にしかな
いのか。自然災害で同じ過ちを他の国が繰り返さないよう、
英語で書きました。文系の方にも知ってほしい事実です。
現在所属する「決断科学」の必要性も拙著から感じていた
だけたら嬉しく思います。

[所蔵館：中央]

Elsevier　2015

法学研究院　教授　木佐　茂男
『国際比較の中の地方自治と法』 木佐茂男著

ISBN:9784535518087

この本、分厚い上に、高い本です。売れないことは承知の
うえです。ですが、意地でまとめました。従来の法律学の方法
では、書かれている内容を事後的に実験や論理で検証でき
ません。従って、言いたいことの書きっぱなしになりがちです。
本書は、地方自治（法）という分野で、「通説」というものがど
のように形成されていくのか、を考えながら、27歳のときに書
いた最初の論文をあえて最終章にもってきました。単に地方
自治（法）の国際比較研究としてではなく、通説に従うことを
良しとしなかった一研究者の生き様論、研究方法論として見
ていただければ嬉しいです。

[所蔵館：中央/文系/伊都]

日本評論社　2015

南野森編
信山社出版　2013　[所蔵館：中央/文系/伊都]

ISBN:9784797223477

ISBN:9784535518155

『ブリッジブック法学入門　第２版』

南野森編 ; 青井未帆ほか著
日本評論社　2013　[所蔵館：中央/文系]

『憲法学の世界』

法学研究院　教授　南野　森

6～7月は伊都図書館と嚶鳴天空広場にて、Cuter（図書館学習サポーター）が
レポート、プレゼンに関する個別相談にのっています。
夏休みまであと少し。最終レポートの提出が不安なアナタ！
ぜひ、学習相談デスクを利用してみてくださいね。

人文科学研究院　教授　宮本　一夫
みなさん、最終レポートの準備は万全ですか？　ちょっと心配なアナタに、5月に伊都図書館で開催した
「レポートの書き方講座」から、チェックリストの一部をご紹介します！

□与えられたテーマに対して、疑問を持ちまし
たか。
→素朴な疑問や興味を持った事柄でもかまいま
せん。講義を振り返ってみましょう。

□資料を読みましたか。
→授業で配布された資料を読みましょう。テーマ
に関する資料も探しましょう。

□問いを立てましたか。
→資料から疑問に対する回答を得て、そこから問
いを導きましょう。

□主張を固めましたか。
→資料から得た回答を参考にして、自分なりの答
えを見つけましょう。

□アウトラインを書きましたか。
→レポートの見取り図を書き、論理的一貫性をも
たせましょう。

step1. 事前準備
レポート書き出す前にまずチェック！

Are you Ready?
では次へ→

□パラグラフ・ライティングをしましたか。
→レポートの書き方講座で学んだ方法を適用し
ましょう。

□問いから主張までの文章に一貫性はありますか。
→読み手の視点から考え、飛躍した論理展開が
ないか探しましょう。

□適切な参考資料を引用していますか。
→作成者が不明瞭、または根拠が不確かな資料
の引用は避けましょう。

□自分の意見と他人の意見を混同していません
か。
→他人の意見には典拠を示しましょう。
□根拠のない意見を書いていませんか。
→資料から引用する等して根拠を示し、説得力
のある議論にしましょう。

 □適切な用語を使っていますか。
→意味を理解していない用語を使用する場合は、
必ずその意味を確認しましょう。

step2. 執筆
さあ、書き出しますよ！

書きあがりましたか？
では次へ→

□指定されたレポート用紙を使っていますか。
→指定外の用紙の場合、受け取ってもらえないこともあり
ます。

□学籍番号、名前の記入忘れはありませんか。
→これがないと評価をあげたくてもあげられません。
□担当教員を呼び捨てにしていませんか。
→「担当教員 〇〇〇〇」や「××××(准)教授」等にしま
しょう。

□ページ番号はつけていますか。
→複数枚ある場合、必ずページ番号をつけましょう。
□誤字脱字はありませんか。
→明らかな誤字脱字、文字化けがあると、学生が見直しを
していない証拠になります。

□書式の統一をしていますか。
→文末の「だ、である」、文章中の句読点、フォントは必ず
統一しましょう。

□出典の書き方は適切ですか。
→著者、タイトル、発行元、発行年を書き、書式を統一しま
しょう。

□指定字数を守っていますか。
→最低でも8割以上書き、指定字数を超えないようにしま
しょう。

step3. 仕上
まだ気を抜かないで！

最後まで気を抜かず
読み直してから提出を！

・木下是雄「レポートの組み
立て方」筑摩書房（1994）

・吉田健正「大学生と大学院生の
ためのレポート・論文の書き方（第
2版）」ナカニシヤ出版（2004）

・井下千以子「思考を鍛えるレポート・論文作成法＝
Developing critical thinking to write papers
（第2版）」慶應義塾大学出版会（2014）

伊都図書館2Fの「レポート・プレゼン
コーナー」には、レポートを書く際に
役立つ図書をほかにもたくさん
集めています。
どんどん活用してください！

更
に
！

あなたのレポート、
プレゼンテーション、

ブラッシュアップします！

申込不要！

But...But...

そんなアナタのために、レポートの味方Cuterを全員紹介しちゃうよ！

ひもと

ど もり


