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九州大学附属図書館報

NO.1新入生歓迎号

附属図書館長 宮本　一夫

　去年の４月から伊都図書館でお世話になっています。もうすぐ１年が経とうとしていま
す。まだまだ九大のシステムを把握できていなくて、もたつくことも多いのですが、学生さ
んたち皆優しくて感謝感謝です。
　九大にくる前は福岡市総合図書館の方でちょっとだけお世話になっていました。今とは
違って力仕事が多くて、ほとんど座ることなく片腕に10数冊の本を抱えて立ったりしゃが
んだり歩き回ったり...そのおかげで膝は痛くなるし、腰も痛くなるし、けっこう腕に筋肉
ついていたので友達から「順調にゴリラの道を進んでるね」とか言われてしまい、どうし
たものかと本気で思っていました。（笑）
　今はカウンターがけっこうメインで、みなさんと接する機会も多いと思うので、気軽に
お声かけくださいね。
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（伊都図書館　吉川　早紀）

● 先輩・先生から「新入生に読んで欲しいこの一冊」
● あなたを待ってるよ！　～図書館プロフィール～
● 図書館員のおしゃべりコラム

● 新入生のみなさんへ　～館長からのメッセージ～
● 目指せ！真の九大生！★九大図書館すごろく★
● まずはここから！図書館ホームページの使い方
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　九州大学の中央図書館は、平成 30 年度には伊都キャンパス
に新館の開館を予定しています。現在既に着工している伊都キャ
ンパスの国際化拠点図書館は、開館予定の中央図書館の一部
にあたりますが、今年度末には建物が完成予定です。皆さんが
入学して卒業されるにあたって、中央図書館も箱崎キャンパスか
ら伊都キャンパスへと移り、さらに大きく脱皮して羽ばたくのです。
現在の中央図書館の蔵書に文系地区の蔵書を加えた 260 万冊
を所蔵する、全国屈指あるいはアジア屈指の大学図書館に変貌
する予定です。
　図書館は書籍だけでなく、電子ジャーナルや電子書籍あるい
はデーターベースなど電子情報を提供するとともに、検索システム
によって世界の情報を探し当てる研究・学習の強力な武器を提
供しています。また、電子教材の開発と提供を行っていますので、
語学学習など自宅での学習にも利用できます。さらに、アクティブ
ラーニングスペースなど学習や研究する場として図書館が利用で
きるだけでなく、友人や留学生、先輩や先生など様々な智を持っ
た人 と々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
館では飲食も可能な場を設け、皆さんの学園生活の快適な空間
として利用していただけます。このように図書館は様々な智と出会
える場として、書籍や電子情報のみならず、会話や討論などコミュ
ニケーションによって智を獲得、継承、発展していく場なのです。
まさに皆さんにとって大学生活の中心的存在となることを願って
います。
　現在、私たちは新しい中央図書館開設という理想に向かって、
九州大学の智の創造と発展という理念に基づいて邁進している
ところです。最後に、皆さんもおのおの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が利用
されることを期待しております。

　新入生の皆さん、九州大学入学おめでとうございます。
皆さんが九大入学後に最初に過ごす伊都キャンパスは、10 年
前に第一陣が移転して教育研究活動を開始して以来、急速に発
展しています。椎木講堂の横では現在、新中央図書館の建設
工事が行われています。また、伊都図書館のすぐ横では理学系
総合研究棟の大規模な工事が進んでいます。この工事のために
伊都図書館へのアクセスが制限を受けて利用者の皆さんには迷
惑をおかけしていますが、まもなく工事終了とともに解消されます。
理学系の建物が完成すれば、センターゾーンからウエスト4 号館
に至る区域は、ほぼ完成形に近い姿を見せます。
　伊都図書館は、これらの工事や移転作業に伴い大規模な改
修が今年の夏頃から始まって今年度末まで利用者の皆さんに不
便をかけますが、これも九大の新キャンパスの発展を肌身でリア
ルタイムに感じる得難い機会だと思って、ご理解とご協力をお願
い致します。
　九州大学では、学生が自ら問題意識をもって主体的な学修を
行うアクティブラーニングの導入と実践に力を入れています。伊都
図書館でも、閲覧席、無線 LAN、レファレンスサービスなどの
他に、学修スペース、オープンセミナー室、グループ学習室、学
生サポーターによる学修支援などアクティブラーニングを支援する
多様な設備やサービスを提供しています。そして何より、本が大
好きで、図書館利用者の役に立つことを無上の喜びとしている
図書館職員が揃っています。
　この恵まれた環境を存分に活用して、有意義な学生生活を送っ
て下さい。

きゅうと

さまざまな智と
出会う場として

伊都図書館長 荒木　啓二郎

祝！九州大学入学
―アクティブラーナーとなる皆さんへ―
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―中野三敏江戸学コレクションの世界―
平成27年度九州大学開学記念行事・第56回附属図書館貴重文物展示

プログラム
　　13 ： 00～14 ： 00　中野三敏氏（九州大学名誉教授、2010年 文化功労者）
 「私の江戸学」
　　14 ： 20～15 ： 00　飯倉洋一氏（大阪大学文学研究科教授・日本近世文学）
 「読本コレクションと談義本研究」
　　15 ： 10～15 ： 50　岩坪充雄氏（文京学院大学・日本近世書道史）
 「近世法帖の世界」
　　16 ： 10～17 ： 00　トークセッション
 司会 ： 川平敏文（九州大学人文科学研究院准教授）

平成27年５月11日月～18日月 10時～17時
※講演会が開催される16日（土）のみ18時まで開場

中央図書館2階特設会場（箱崎キャンパス）
　江戸文学・書誌学研究の第一人者である、九州大学名誉教授の中
野三敏氏が蒐集した「雅俗文庫」を中心に約70点を紹介します。「雅」
とは伝統文化で、和歌・漢詩・擬古文の類、「俗」とは新興文化で、俳諧・
川柳・小説の類を指します。「雅俗文庫」は、この双方の融和こそが江
戸文化の神髄という氏の文化観が反映された、雅俗広範にわたるコレ
クションです。今回の展示では、真の江戸文化とは何かを考えるととも
に、江戸時代の印刷技術の高さや、江戸人の遊び心を味わっていただ
けたらと思います。

ようこそ

図書館プロフィール
　九州大学には、全部で６つの図書館・図書室があります。

　学生生活のスタートとなる伊都図書館はもちろん、各キャンパス

でそれぞれ違った顔を持つ図書館が、みなさんを待っています。

　図書館を楽しみながら、たくさんのコンテンツや
学習スペースを、あなたの学びにどんどん使ってく
ださい。
　分からないことがあれば、各館のスタッフが、全力
でサポートします！
　他キャンパスの図書館から資料を取り寄せること
もできます。詳しくは、「まずはここから！図書館ホー
ムページの使い方」へ。

※各図書館の詳しい使い方や開館カレンダーは、図
書館ホームページからチェック！

医学図書館
（病院キャンパス）

伊都図書館
（伊都キャンパス）

中央図書館
（箱崎キャンパス）

筑紫図書館
（筑紫キャンパス）

芸術工学図書館
（大橋キャンパス）

文系合同図書室
（箱崎キャンパス）

【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

【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

【開館時間】 平日（通常期）８：30～21：00
 　　（休業期）８：30～17：00
 土　（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

【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

【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

【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

あなた
を待って

るよ！
新入生のみなさんへ新入生のみなさんへ

展示期間

場　　所
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」
日　時 平成27年５月16日（土）13：00～17：00
場　所 九州大学中央図書館　４階視聴覚ホール（箱崎キャンパス）

大月 佑佳子 さん
芸術工学部　4年

時間を贅沢に使う！学生は時間が資本
です。旅行、資格・免許取得、留学など
やってみたいと思ったことは何でも挑
戦することをお勧めします。

深夜特急 1 香港・マカオ / 
沢木耕太郎著

（新潮文庫, 1994）

とにかく旅に出たくなる本。 
シリーズ物ですが一気に読
めちゃう面白さです。

森重 誠嗣 さん
総合理工学府　修士2年

留学でも旅行でも良いので、機会があ
るなら海外へ行きましょう。
大学時代の自由な時間を有意義に過
ごそう！

「サバを読む」の「サバ」の正
体 : NHK気になることば / 
NHKアナウンス室編

（新潮文庫, 2014）

私達が普段使っている日本語
の由来が書かれていて日本語
というものを再認識出来ます。

寺岡 佑佳子 さん
工学部　4年

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。一人暮らしを始めた
ばかりのあなたに、『ご飯のことばかり100話とちょっと』。自分だけだ
とてきとうな生活になりうる大学生ですが食事は大事ですよ…。自炊
をやる気にさせてくれる本ですのでぜひ。

ごはんのことばかり100話と
ちょっと / よしもとばなな著
（朝日新聞出版, 2009）

丸尾 行雅 さん
文学部　4年

新入生の皆さんには、大学時代にたく
さんの人に会うことをおすすめします。
いい意味で自分の価値観を揺すぶって
くれるような出会いを探しましょう。

緋色の時代 / 船戸与一著
（小学館, 2002）

僕がお薦めする本は船戸与
一の『緋色の時代』です。ソ連
崩壊後のロシアの帰還兵に
よって作られた犯罪組織を
描いた興味深い小説です。

野田 愛美 さん
歯学部　4年

ご入学おめでとうございます。
大学時代に様々な事に触れて、
興味・関心の幅を広げましょう！

キッチン / 吉本ばなな著
（新潮文庫, 2002）

読み終えた後にとても穏や
かで優しい気持ちになれる
一冊だと思います。

服部　英雄 先生
名誉教授（比較社会文化研究院）

柳田国男のどれでもよいから一冊。図書館に全集もあれば文庫本もある。
いまは青空文庫という無料電子版もある。『遠野物語』もよい。
失われた、古くてすばらしい日本が、そこにあった。
わたしが奨めたいのは『地名の研究』、身近なものに発見がある。

地名の研究 / 柳田國男著
（講談社学術文庫, 2015）

野々村 淑子 先生
人間環境学研究院　教授

期待と夢一杯の大学生活。しかし、ときに自分を見失ってしまいそうな
こともあるかもしれません。「今ここで自分は何をすべきなのか」。阿部
謹也『自分のなかに歴史を読む』（筑摩、初版1988）は、そんな問いの
こたえを見つける道標になってくれるはずです。

自分のなかに歴史を読む /
阿部謹也著

（ちくま文庫, 2007）

後藤　貴文 先生
農学研究院　准教授

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
私のお勧めの本は、学生時代に恩師が推薦してくれた「ガン回廊の朝」（柳田
邦男著）です。世の中には解決しなければならない、皆さんの力が必要な分野
が山ほどあります。皆さんがその一つでも解決してくれることを願っています。

ガン回廊の朝 / 柳田邦男著
（講談社, 1981）

マイブームは豆腐ダイエット。

　年々進化していく伊都キャンパ
スの今後が気になります。
　私は普段病院キャンパスにいる
ので、学祭などで久しぶりに伊都
キャンパスに行くとその進化に驚
きます。

九大フィルハーモニーオーケストラ＠伊都図書館エントランスプラザ

入場
無料

入場無料　申込不要



ふりだし
入館ゲートの前に
変な黒板があるよ！

先生のオススメ本
見つけた！

必要な図書が
別キャンパスに！
遠いよぅ!
【1回休み】

今日が返却日
だったって
忘れてた！

だんだん図書館に
慣れてきた……
閉館時間まで
いちゃったよ。
閉館の音楽が
心地よし……

おうめいからの
帰り道。
建設中の

新中央図書館をみて
思いをはせる……

入学
おめでとう★

学生証忘れちゃった！
そんな時でも一回休みの
必要なし！
ゲート横のインターホン
を押して図書館スタッフ
を呼んでくださいね。

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、学習・交流用のスペース
です。
図書、無線LAN環境等が整備されており、
有料プリンタもあります（印刷にはUSBメモリ
が必要です）。

九州大学伊都キャンパス新中央図書館
の整備が、椎木講堂のお隣でスタート
しています。新中央図書館は4階建ての
半円形の建物で、伊都キャンパスの顔
ともなる大きな図書館
です。
楽しみにしていて
くださいね！

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（１階に2～6人用、
２階に2～10人用）を４室、オープンセミナー
室（最大16名利用可能）を2室設置して
います。

Cute.Supporters、通称Cuterとは、図書館
学習サポーターの院生のこと。困った時は
青いパーカーを目印に相談に来てね★

図書館ではプリンターでレポートの印刷が
できますよ★

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。
こちらは基幹教育科目の関連資料を配架して
います。

ネットで別キャンパスからも取り寄せＯＫ。
返却日延長もできるよ！
※詳しくは右の「図書館ホームページの
使い方」へ

伊都図書館には約100万冊の蔵書が！そんな中からいったい
どうやってほしい資料を探せばいいの？そんなアナタの味方、
九大コレクション。図書館ウェブサイトで検索して、所蔵場所
と所在記号をチェックだよ！
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貸出カウンターで図書を借りてみた！
九大図書館ユーザーとして
また一歩成長した！

グループ学習室に集まって
皆で試験対策。

このレポートを仕上げれば試験は終わり。でもそれが難しい。
そんな時の救世主。Cuter!
レポートしあげてあがりまで一気に行っちゃう？

学生証で入館ゲート通過！
九大生としての一歩を踏み出した！

レポート締め切り間近！
印刷間に合わないかも！

おなかがすいた～
伊都図書館唯一の飲食OＫコーナー
リフレッシュルームでお昼ご飯
素敵な一回休み。

閲覧席でうるさくしていたら
周りの白い目が……
グループ学習室のコマまでジャンプ

ついに試験期間が
始まる……
恐れず進め！

眺めの良い
おうめいで
ひとやすみ

どきどきどき……

リブカでお弁当も売ってるよ

あがり！
君はもう
一人前の
九大生だよ！やばい

まずはここから！ 図書館ホームページの使い方目指せ！真の九大生！

★九大図書館すごろく★

授業やサークルの話
し合いがしたときは、

施設予約。

グループ学習室やオ
ープンセミナー室、

実は人気スポット！
空室状況の確認もこ

こから。

読みたい本が図書館
になかったときは、

購入リクエスト
または

文献の取り寄せ
（他館からコピーの

取り寄せや本を借りる
）

読みたい本が

・貸出中だった

・他キャンパスにある
そんなときに「予約・取寄」！

返却期限の確認や
貸出期間の延長はこ

こから

図書館のマイページ
には、

SSO-KIDとパスワー
ドでログイン！

日本だけでなく、世界中の

文献の情報を得たい時

九大にある資料を
探したい時

図書館で契約している

データベースを見たい時

授業や学生生活に
役立つ情報が！

マイページの機能

延滞には気をつけよ
う。

ペナルティで貸出でき
なくなるよ。

返却した本の作者を
忘れた～

今まで借りた資料の
情報はここで確認

カレンダー
資料の返却期限や
予約した部屋の情報を確認

予約・取寄


