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8月28日、伊都キャンパスの建設予定地において、
新中央図書館工事安全祈願祭が開催されました。
9月末で任期を終えられた有川前総長をはじめとする
九大関係者のほか、設計業者、工事請負業者が参
列し、神式による厳粛な雰囲気の中、工事の安全と
無事の完了を祈願しました。
この夏は例年になく雨続
きで、
この日も直前まで雨模様でしたが、開始前には
雨もあがり祈願祭は無事終了しました。
いよいよこれから建設工事がスタートです。

英語論文の技とコツ！講座

おすすめ！

講習会一覧
神主さんが建設予定地をお祓いします

かりぞめ の ぎ

有川前総長による苅初之儀

伊都図書館の改修工事を行います（27年夏から）
【伊都図書館】
伊都図書館では27年夏から約半年間の改修工事を予定しています。
この工事は、現在伊都図書館の3階を講義室や院生室と
して使用中の数理学研究院が、27年5月に竣工予定の理学系総合研究棟に引越しをすることに伴うものです。3階を図書館として
使うための工事を行うほか、
エントランスホールの天井耐震工事、1階の学修スペース拡張などを予定しています。改修工事期間中
は騒音や図書館の利用の一部制限など、
ご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。詳細なスケジュールなどは今後お知らせしま
す。
なお、全面開館は28年4月の予定です。
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2014年後期の講習会

講習会

・学部生
・院生
・研究者
（新任の方）

10〜11月
の間で
複数回

文献の探し方
【文系編】

・学部生
・院生

10〜11月
の間で
複数回

皆さん大学の洗礼は受けましたか？

０．
準備

『数学ビギナーズマニュアル』
佐藤文広著
日本評論社 2014

2．
線形代数

『線形代数入門』

斎藤正彦著
東京大学出版会 1996

高校と比べ一番カルチャーショックを受ける科目で
はないでしょうか。僕自身いつも「これはどこに向
かっているの？助けてー」と嘆いてました。解決策は
一つ。講義の行く先を越えて自分の目で確かめるの
みです。

『集合・位相入門』
松坂和夫著
岩波書店 1968

教科書は、
しばしば公理として、整数や有理数、実
数の性質を用います。集合論は、それらの性質を
導くものであり、数学の礎にあたります。僕読ん
でないから読んだら教えに来て…笑

3．
微分積分

『解析入門Ⅰ』

杉浦光夫著
東京大学出版会 1980

僕が朧げにも、初めて数学を感じた本です。大変
丁寧であり微積分の全てがあると錯覚します。読
む際には、身を焦がすほどの情熱をもって一気に
読んでください。さもなくば、読めません。量多
いもの…

・院生
・研究者
※英語論文を扱う
文系の方含む

10〜12月
の間で
複数回

注目論文の
探し方

・院生
・研究者
・研究補助の方

11〜12月の
間で複数回

文献整理法

・院生
・研究者

11〜12月
の間で
複数回

英語論文の
技とコツ

・院生
・研究者

10月29日
10月30日
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内容・使用ツール
日本語文献を確実に入手しよう
・世界の文献 ・九大コレクション
・CiNii ・Cute.LinQ
・他大学からの文献取寄せ
・CiNii ・公共図書館
・国外所蔵資料の探し方
・海外からの文献取寄せ
・分野別専門データベース
・個別相談会

参加方法

予約不要

VOL.
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予約不要
※基本編を受講
済の方が望ま
しい

英語論文を効率よく集めよう
・Pubmed, Web of Science,
Scopus, Google Scholarの違い
・検索結果から読むべき論文をみつける

予約不要

・インパクトファクターや被引用数を
駆使して、関連分野でのトップジャー
ナルや論文を探す
・自分の研究内容に合った投稿誌を
見つける

予約不要

・EndNote, RefWorks,
Mendeley, ReadCubeを比較
・論文情報の取り込み
・PDFの管理
・参考文献リスト自動生成

事前申込制

・査読プロセスと査読者の目線から
見る、論文投稿のコツ
・論文執筆にscopusを役立てる
・英語論文執筆に必要なこと

事前申込制

※あくまで予定です。変更・中止になることがあります。
※各講習会の詳細は、図書館HP＞イベント をご覧下さい。

図書館員の

おしゃべり

コラム

今年４月に採用していただき、7ヶ月目に突入しました。カウンター業務を中心に、日々奮闘していま
す。
ようやく仕事にも慣れてきましたが、入りたての頃は当然分からないことばかり。そのうえ方向音
痴なので、書庫に入る度に迷子になっていました。
しかし、迷った先で面白そうな図書に行き着いたり、変わったタイトルの雑誌を見つけたりと、迷子
なりの楽しみ方もあります。今はさすがに迷わなくなりましたが、
これからも資料との素敵な出会いを
大切にしていきたいです。
Library Lovers キャンペーンへの参加は初めてですが、そんな本と出会うときの驚き・喜び・感動
をみなさんにお伝えできたらと思います。期間中は様々な企画を開催しますので、普段から図書館を
利用する人はもちろん、あまり利用しない方もぜひご来館ください。
さらに、今年は参加特典が…？残念ながら口止めされているのでこれ以上はお話しできません。
キャンペーンが始まりましたら、まずは図書館へ！
（中央図書館

九大女子ラクロス部のみなさん

@QLib_info

さぁ、富士山に登ります。あなたは、半袖半ズボンで
す。なにが必要でしょうか？…この本には数学を学
ぶための荷造りの仕方が書いてあります。数学の
流れや雰囲気を感じとり、言い回しや記号でストレ
スを感じないために是非一読。薄いし。

1．
集合論

日時

文献の探し方
【基本編】
文理共通

文献の探し方
【理系編】

「ん？今何の話してんの？」
「進度早っ」
「え？問題はなに？」
「ここゴール？」
「当たり前じゃね？」
「で、
だからなに？」
「からの〜？ポイポイポ・
・
・」
大学の授業にショックを受けた方は多いと思います
（僕もその一人）
。学習目標を捉えるのが難しく、問題意識もあい
まいで、次々に押し寄せる数式に脳味噌こぼした方もいらっしゃるかもしれません。
（僕だけ?）
そして拾う間もなくレポー
今回の担当者
ト、
バイトに追われ夢見たインテリ生活はどこへやら。
ここでは、数学を学ぶヒントを書きます。
あわよくば、
これを機会に再
松本 平蔵
びインテリの夢を追いかけてください。
数理学府 修士2年
はじめに断っておきたいのは、結局自分で学ぶということです。大学の特徴とは、生徒の自主性です。与えられる知識
（整数論）
趣味：映画鑑賞
はちょ〜微々たるもので、欲しい知識は自分で集めなくてはなりません。辺境の大学に来て、右も左も、数ある食堂の意
モンスターズインク
義も分からないなか、
それを可能にするのが、大学が誇る図書館や、反ゆとり世代の先生方です。
まずは目標を明確に （ などのピクサーもの！）
定められてはいかがでしょうか。脱ゆとり
！
！＠□＠
学ぶヒントの一つ目は、考え抜くことです。考え抜いた先に当たり前だと思える感覚があります。当たり前と思う感覚は、
自分の中の数学のイ
メージを豊かにして、末は、
この中で議論を展開することになります。ぷ。人が進化させた武器は想像力ですよ！むっふっふっふ
二つ目は、
まとまった時間をとることです。思考を絶えず働かせて、
より具体的なイメージを持つために、禅寺に修行に赴くぐらいの気構えで時
間に埋もれてください。時間をかけ強制的にシナプスを強化するんです！数学はそれに見合った見返りをくれます。へっ。論理的な思考や、問題
の本質、解決の要因など自分の脳が及ぶ範囲を広げてくれます。冒険家よろしく、人は広い世界を見たがるものではないでしょうか。
三つ目のヒントは、好み、酔うことです。色んな読書をして、色んな視点から眺めて、
自分が好むことや数学の好ましいとこを発見し続け、酔
い続けるんです。好きであればモーマンタイ。単位落とそうが、昼ご飯抜きになろうが、異性と無縁でも問題ないわけない！と思う今日このごろ...
ごろ...(. ̲. )はぁ...ぷ
いかがでしたか？何か思うとこがある方は、僕を訪ねて伊都図書館まで来てください。九大シンクタンク
（非公式）
一同、心よりお待ちしています。

※この他にも各キャンパスごとの企画があります
主な対象

迷える学部1、2年生へ

数学を学ぶヒント

国際誌に投稿する際に知っておきたいコツを伝授します！
査読プロセスの実際や、アクセプトされやすい論文について、出版社と
英文校正者双方からのアドバイスが直接聞ける、
とても貴重な機会です。
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新中央図書館（国際化拠点図書館）の安全祈願祭が執り行われました
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衝撃の

この秋、
LibraryLovers'キャンペーンって？

大学図書館の魅力をもっと知ってほしい！という思いのもと、九州地区の大学図書館が一丸となっ
て開催する秋のキャンペーン。今年で5年目を迎え、地区合同の企画のほか、各大学で様々なイベント
が催されます。
九大図書館でも、各館で楽しいイベントを開催します。図書館に足を運んだことのない人も、何か
気になるイベントがきっとあるはず。この機会にぜひ足をお運びください！

九州地区合同企画
今年の企画は「衝撃の・・・」。
キャンペーン開始まで内緒です。
参加してくれた方には、特製グッズプレゼント。お楽しみに！

九大オリジナル企画
■あなたのデザイン、
しおりにします！
あなたのデザインがキャンペーン特製しおりになって、
九大の各図書館で配られます！
「LibraryLover」
なものであればテーマは自由。
キャンペーンを盛り上げる、楽しいデザインをお待ち
しています！
応募〆切 ▶ 平成26年10月13日(月)
応 募 先 ▶ LibLoveQ@jimu.kyushu-u.ac.jp

（Library Lovers'キャンペーン学内ワーキンググループ）

詳細はこちら▶図書館ウェブサイト＞イベント
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/events/bookmark2014
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Library Lovers'キャンペーンということで、図書館にいたLoverさんをハントし、
図書館の好きなところを訊いてみました！

新甫智明さん＠医学図書館
（歯学部 4年）

飯嶋秀治 准教授
矢原徹一 教授
柴田 篤 教授
丸山宗利 助教

時間 ▶ 17：30〜18：00
共催 ▶ 総合研究博物館・大学文書館

■本のリユース
「わたしの本を、
あなたの本へ」
【実施館：全館室】
もう読まないけど、
だれかに読んでほしい・後輩に譲り
たい・捨てるのはもったいない・・・そんな本たちの交換
場所を作ります。
思わぬ掘り出し物に出会えるかも・・？
CK!

CHE

キャンペーンブログ ▶ http://librarylovers2014.blog.fc2.com/
▶ https://www.facebook.com/LibraryLoversKyushu
▶ https://twitter.com/library_lovers

（工学府 修士2年）

ベクさん＠医学図書館
（歯学部 4年）

100人いれば100様の図書館との
付き合い方があるはず。
あなただけの図書館の使い方、
あなたなりの図書館との接点を、
このキャンペーンで見つけてみませんか？

■音楽の夕べ

10/24(金) [馬出] 医学図書館ブラウジングルーム
10/31(金) [伊都] 伊都図書館ロビー
11/ 7(金) [大橋] 芸術工学図書館研究セミナー室
11/14(金) [箱崎] 中央図書館リフレッシュルーム

吉田真理さん＠伊都図書館

申込不要

図書館ウェブサイト＞イベント
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/events/biblio2014

人間環境学研究院

2014

本書は
「士の系譜」
と銘打つシリーズの一冊として
執筆した。
ここでいう
「士」
とは、
ヨーロッパの騎士、東
アジアの士大夫、
日本の武士をイメージする。武士は、
領主という騎士的な側面が減退し、士大夫的な役人
の側面を強めるが、戦士の性格を持つ限りにおいて
騎士的側面も内在し続けた。本書では、
「士」
として将
軍の従者・家臣の主君・民の領主という役回りを持
ち、
自らの「家」相続に腐心した
「大名の相貌」につい
て、
「 大河ドラマ」
などメディアを通じ現代社会まで再
生産されるイメージ化も射程にいれながら考察した。
[所蔵館：伊都]

教授

宮本

Library
Lovers'
キャンペーン

松本理沙さん＠文系合同図書室

森下瑶子さん＠中央図書館

（教育学部 4年）

（法学部 3年）

2014

2014

10.20（MON）
11.16（SUN）

ヒロミツさん＠伊都図書館
（工学部 3年）

すみ とこ

炭床詩織さん＠中央図書館
（経済学部 3年）

元兼

正浩

次世代スクールリーダーのためのケースメソッド入門

高野信治著
清文堂出版

ISBN: 9784792410148

教授

ISBN: 9784905324980

日本教育経営学会実践推進委員会編
花書院 2014

日本教育経営学会は設立50余年の老舗の教育
系学会の一つであり、現場実践との往還を特長としま
す。
その学的固有性を体現した
「実践推進委員会」
が
初めて出版した図書が本書です。自著紹介コーナー
にはおこがましいのですが、委員長として本書を作成
するにあたり、本学人間環境学府教育システム専攻
の社会人院生の知見を最大限活用し、現場の経験
知と大学の研究知を融合して、MBAで活用されてい
るケースメソッドを意識しながら、校長としての判断、意
思決定を設問とするケースライティングを行いました。
教育界の現状が覗える一冊です。
[所蔵館：中央]

一夫

全10巻
广西师范大学出版社

2014

本書は、2005年に講談社から出版
された『 中国の歴史 』全12巻のうち、
10巻が中国語に翻訳され、江西師範
大学出版社から出版されたものである。
近年の日中関係の冷え込みの中、5年
の準備をかけての翻訳出版であった。
販売後半年も経っていない今年7月段
階で各巻75000冊を印刷するというベストセラーになっている。本場中国の読
者に支持されるという著者冥利に尽きる出版であるが、経済成長著しい中国に
あって自国の歴史を知りたいという庶民が増えていることと関係しよう。
そして日
本の東洋学の水準が未だ高いことを示しているのかもしれない。
[所蔵館：中央]

著書を図書館にご寄贈ください
図書館では、本学教員の著作を収集・提供するとともに、交流
協定校であるソウル大学校との資料交換をおこなっています。
著書を上梓された際は、
ぜひ図書館へご寄贈ください。
担当：附属図書館資料整備室 図書受入係
Tel:092-642-2327 Fax:092-642-2347
E-Mail: toctosho@jimu.kyushu-u.ac.jp

教授

柴田

篤

九州大学文学部90年の歩み

ビブリオバトルとは？
「人を通して本を知る、本を通して人を知る」
をコ
ンセプトとした本の紹介コミュニケーションゲーム。
お気に入りの本を持ち寄って、5分間で紹介し、
「どの本を一番読みたくなったか」
で参加者全員が
投票、得票数の一番多かった本が「チャンプ本」
と
なります。

信治

九州大学文学部編

九州大学予選会

10/20（月） [箱崎] 中央図書館
①15：00〜16：00 ②16：30〜17：30
11/ 4（火） [伊都]嚶鳴天空広場（センター2号館4F）
16：40〜17：40
出場希望の方は、下記よりお申し込みください。

高野

人文科学研究院

■全国大学ビブリオバトル2014京都決戦
ビブリオバトルの学生日本一を決める決戦大会。
その
九大代表を決める予選会を行います。
予選会→北部九州地区決戦（11/29）→
京都決戦（12/14）→目指せ日本一！
観戦もどうぞ！
（京都決戦は旅費支給あり）

教授

大名の相貌：時代性とイメージ化（シリーズ士の系譜①）

讲谈社·中国的历史

場所 ▶ [箱崎]中央図書館リフレッシュルーム
時間 ▶ 17：00〜18：00

【実施館：中央/伊都/医学/芸工】
蓄音機で聴くSPレコード鑑賞会。
デジタルとはひと味
違う深い調べに耳を傾けながら、ゆったりとした週末の
時を過ごしませんか？
（申込不要）

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。

比較社会文化研究院

ISBN: 9787549551538

【実施館：中央】
いろんな分野があって、
いろんな先生がいる、
それが
九大のおもしろさ。
そんな中でもちょっと気になるあの先
生に、
「今の道に進んだきっかけ」
「自分を変えた◎※」
について語っていただきます。
あなたの人生にきっと衝
（申込不要）
撃を与えるハズ！
①10/23(木) 人間環境学研究院
②10/29(水) 理学研究院
③11/ 6(木) 人文科学研究院
④11/11(火) 総合研究博物館

自著紹介

人文科学研究院

しん ぼ

■Talking Night

九大図書館の
☆※◎△が好き！

ひろ き

菅沼大輝さん＠芸術工学図書館
（芸術工学部 3年）

百年を越える歴史を有する九州大学は、医学部、工学部、農学部の順に学部が設立されました。そし
て、第4番目の学部として、大正13
（1924）
年に生まれたのが、文・教育・法・経済各学部の前身である法
文学部です。今年はその創設から90周年目に当たります。文学部は、記念事業の一環として、設立認可
の月である9月に
『九州大学文学部90年の歩み』
を刊行いたしました。
本書は、
「文学部通史」
と
「研究室史」
とから成る本編に、写真編と資料編とが付されています
（全208
頁）
。本編は、今年刊行
（ウェブ上）
された
『九州大学百年史』
「 部局史編Ⅰ」所載の「文学部編」に基づ
き、文学部歴史編纂室が再編集したものです。資料編は、教員に関する人事資料と学生や卒業生等の
統計資料、
それに文学部年表とから成っています。
文学部は現在、専門分野ごとに21の研究室に分かれています。各研究室の歩みが文学部の歴史全
体を構成しています。
この本をお読みになった方は、大正・昭和・平成という各時代の中で文学部の教育・
研究を担った様々な人々の姿を見いだすと共に、人文学という多様な世界とその特色が鮮やかに描き出
されていることに気がつくことでしょう。
国家にせよ、社会にせよ、家族にせよ、現在の自分たちにつながる過去の人々の営みに目を背けては、
真に未来を創造していくことはできません。九大百年の歴史を支え続けた箱崎キャンパスからの大移転、
伊都キャンパスの新たな発展、激変する社会と様々な改革、
それらの中に在って、私たちは先人たちの歩
みをしっかり振り返ることにより、
自分たちの進むべき道をじっくりと考えていくことができると思います。
『90年の歩み』
が、
そのためのよすがとなればと窃かに願っています。
［所蔵館：中央・伊都・文系・医学・芸工・筑紫］

九州大学出版会
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