
これからの大学図書館の楽しみ方
巻頭言

学長　奥田　勉
　学校の教育施設で高校と大学で一番大きく違うのは図書館であり，大学の図書館の設備や蔵書
数には驚かされるはずである。図書館は大学の知の拠点であり，大学の良し悪しを判断する材料の
1つでもある。大学図書館の役割で，第一に挙げられるのは，学習支援及び教育・研究活動支援で
ある。これらは伝統的な図書館サービスであり，その他には，コレクション構築と適切なナビゲー
ションや他機関・地域等との連携が平成 22年 12月の科学技術・学術審議会の「大学図書館の整
備について（審議のまとめ）」に挙げられている。
　近年，大学は学生の多様化に対応して大学の機能も多様化し，大学は機能別に分化せざるを得な
くなった。本学では，幅広い職業人の養成や社会貢献機能などを有する大学を目指しており，図書
館もそれにマッチしたものに進化しなければならない。しかし，時代とともに図書の電子化が急速
に進展するなど，本を取り巻く環境の変化が進化の大きな障害となっている。更に 18歳人口の減
少や大学の基盤的経費の削減，職員の減少などの大学を巡る環境変化によって，大学図書館は厳し
い環境に置かれている。このため，大学図書館の役割は時代とともに変わらざるを得なくなった
が，それは図書館の必要性が減少したのではない。むしろ時代とともに増加しているのである。大
学の図書館は静かに勉強するところだから，気軽には入りにくいという先入観に囚われてしまう。
しかし，図書館こそ大学の中で一番入りやすい施設にならなければならない。
　大学の図書館の新しい機能として，”学生の居場所”や”学生の寛ぎの場所”というアイデアが出
てきている。本学のように学生が憩う場所が少ない大学では，図書館がそういう役割を果たしてく
れると有り難い。特に，1，2年生のように，研究室に配属されていない学生が大学で居場所を見つ
けるのは簡単ではない。平成 25年度からは，学生証で開閉できるロッカールームが利用できるの
で，1，2年生はそこを拠点にして，大学内で楽しく過ごすことができると思う。学生の居場所の候
補として，図書館，コンピュータ室，体育館，ものづくりセンター，学生談話室，クラブ室，学生会館
などがある。図書館は静かな学習空間の他に，楽しく過ごせる空間づくりを進めている。飲食しな
がら本が読めるライブラリカフェ，グループで宿題や課題研究のできるグループ学習室，疲れた時
に漫画を読んでリフレッシュできる漫画コーナー，ビデオを見ながらくつろげるAVコーナー，イ
ンターネット検索もできる情報検索コーナーなどがある。学生が授業の合間に来て楽しめるよう
に，また，自分の授業のない日にも大学の図書館で楽しめるようになっている。家や下宿に閉じ籠
もるよりも大学に出てきてクラブ活動したり，図書館で勉強したり，友達と話したりして時間を過
ごす方が楽しいといわれるようなそんな大学であることを願っており，図書館がその中心的役割
を果たすことを期待している。
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LIBRARY NEWS

今までにあった４つのコーナー「選定図書」、「本学先生著書」、「資格関連図書」、「就職関連図書」に加え、
『留学生コーナー』ができました。どのコーナーの図書も、一般図書と同じように貸出可能です。

1F 閲覧室前に留学生コーナーができました！1F 閲覧室前に留学生コーナーができました！

学生のみなさんにとってより使いやすくなる様、図書館は日々様々な取り組みを行っています。
2012 年度に新しくなった図書館の機能をご紹介します。

●留学生向けの一般図書
●辞書
●資格図書
●留学生新聞
などを配架しています。
留学生のみなさんはぜひチェックしてください。

留学生コーナー NEW

本学の先生が書かれた図書を集めたコーナーです。
専門分野の深い知識に触れてみませんか？

本学先生著書コーナー

本学の先生が、学生の皆さんへ推薦する図書を集め
たコーナーです。一部の授業の教科書•参考書もこち
らに配架しています。

選定図書コーナー
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図書館入口右手のフロアマップをはじめ、各階のフロアマップをリニューアルしました。
探している本が見つからないとき、図書館にどんな本があるのか知りたいとき等に、ぜひ利用してください。

フロアマップが新しくなりました！フロアマップが新しくなりました！

資格取得を目指すみなさんを応援するコーナーです。
TOEIC、MOS、IT パスポート、ビジネス検定をはじめ、
公害防止管理者等国家試験、バイオ検定、危険物取
扱者、社会福祉士、CGクリエイター検定など様々な
資格図書を配架しています。

※日本語検定試験など、留学生向けの資格図書は留学生
コーナーに配架しています。

資格関連図書コーナー

エントリーシートの書き方、SPI 問題集、面接対策の
図書をはじめ、教員採用試験問題集、公務員採用試
験問題集や、職業選択に関する幅広い図書を配架し
ています。１、２年生の方向けの図書もたくさんありま
すので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

就職関連図書コーナー

図書館入口 1F

中 2F 2F
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AXIS( アクシス ) CASA BRUTUS（カーサブルータス） オレンジページ

最新号以外の雑誌は貸出可能です（学部学生•院生：貸出日を含めて３日間） ※AERA ENGLISH は休刊となりました。

その他、詳しい使い方については図書館 HP(http://office.hkg.ac.jp/̃toshokan/) にアクセスし、
トップページの「OPAC の使い方」をご覧ください。

3 種類の雑誌が新しく加わりました！3 種類の雑誌が新しく加わりました！

OPAC がより便利になりました！OPAC がより便利になりました！

2012 年 12月、OPACに新機能が加わり、より便利になりました。
図書館内はもちろん、自宅の PCからも利用できますので、ぜひご活用ください。

「図書情報詳細」画面で「所在」をクリックすると、フロアマップが表示
されるようになりました。黄色で表示されている棚に配架されていま
す。本を探すときにぜひご利用ください。

フロアマップが表示されるようになりました。

OPAC の TOP ページ（http://www-lib.hkg.ac.jp/）に
その日の開館時間が表示されるようになりました。
「本日の開館時間」の欄に表示され、「and more」をクリックすると、
その他の日の開館時間もチェックすることができます。

その日の開館時間が表示されるようになりました。

OPAC の「My•Library」にログインすると、今の貸出状況（借りている本、返却期限日など）が確認できます。
また、貸出中の本の予約をweb 上から行う事も可能です。詳しくは図書館までお尋ねください。

日本で数少ない、和／英のバイリ
ンガルで編集されているデザイン
専門誌です。

「Casa＝家」を中心に、建築・デ
ザイン・食・アート・ファッション・
旅などをテーマに扱う雑誌です。

料理レシピの他に、家事・インテ
リア・生活便利グッズなども紹介
した、生活実用情報誌です。

OPAC「My•Library」機能について

「図書情報詳細」画面に書影が表示されるようになりました。
表紙画像をクリックすると、紀伊国屋の HP に移動し、あらすじ等を
見る事ができます。

書影（本の表紙画像）が表示されるようになりました。
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図書館懸賞作品コンクール

図書館懸賞作品コンクールでは、毎年、学部生•大学院生より、読書感想文やエッセイ等を募集して
います。このコンクールでは学生が本に親しみ、その感想や思いを文章にする習慣を身につけ、読
解力や文章力を育てる事を目的に行っております。

平成２４年度は５作品の応募があり、現代社会学部４年生の加藤有希さんが奨励賞、
情報デザイン学部３年生の柿谷勉さんが佳作を受賞しました。

尚、コンクールの賞品につきましては、大学後援会よりご支援をいただいております。
紙面をお借りし、お礼を申し上げます。

次回、平成 25年度は夏頃募集を開始する予定です。多数のご応募をお待ちしております。

奨励賞を受賞した現代社会学部４年生の加藤さん 佳作を受賞した情報デザイン学部3年生の柿谷さん

図書館懸賞作品コンクール表彰式（平成24年11月20日） 今回応募したきっかけや、普段読んでいる本について伺いました
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愛国者は信用できるか

現代社会学科　４年　加藤　有希

　よく指摘されているが、ここ数年、日本の報道、そして世論の内実は、確実に右傾化、反外国 (と

りわけ中国・韓国・北朝鮮 )の意識を増したように思う。いや、その傾向は､自民党時代の末期から、

幾つかの過程を経て、顕在化しつつあったのかもしれない。今となっては明白な着火点を見出すの

は容易ではないが、個人的には 2000 年代の後半から、国民意識の変化を感じた。記憶にはっきり

残っているのは、まず、2008 年のいわゆる田母神事件。当時、現職の航空幕僚長であった田母神俊

雄氏が「日本は侵略国家ではなかった」という趣旨の論文 (とても論文と言える内容ではなかった

のだが )を発表し「政府見解と異なる」という理由で、更迭された。その後、氏は糾弾されたが、「朝

まで生テレビ」の行ったアンケート調査では、彼を支持する声の方が多かった。田母神氏の主張は

その後もしばしば引用され、今では右翼論客の一人になっている。2009 年のWBCでは、韓国代

表チームが対日本戦での勝利後、マウンドに韓国旗を立てた。周囲の激怒した声はよく覚えている。

これをきっかけに、韓国を嫌うようになった若者は多いはずだ。しかし「しょうがない」と思った

「大人」もいたのではないだろうか。日本人の感じ方は世代別に、大きく変容している。厳密には、言

論というべきか。表層的な変化であって、現時点、イデオロギーを伴っているものではないように

思うからだ。どちらかというと、単純に腹が立つとか、好意的に見えないとか、そういう次元だ。日

本人の意識は、非常に単純で、浅はかな変質を遂げつつあるのだ。

　さらに言い換えれば、ただ批判を受け容れないというだけではない。日本人の側が､確固とした

反中､反朝、反韓意識を持ち始めたのである。私は、その意識は危険だと思う。愛国心自体は、行き過

ぎさえしなければ､その感情は崇高なもので､否定の対象とはなりえない。しかし､その行き先と、

程度には細心の注意を払うべきだ。そして、愛国心が他国への敵意に変わってはいけない。特に、中

国に対しては失敗したばかりだ。尖閣諸島の国有化で、中国国民がどれ程怒ったか。

　情勢は､確実に悪い方向へ向かっているように思う。日本は愛国心に走った結果として、他国と

の関係を悪化させてしまっていいのか。協調より、敵対を選んでいてはいけない。知らぬ間に右傾

化しつつある現代に､一石を投じる必要はある。日本人は変容しつつある。その先に何があるのか

はまだわからないが、今の日本社会を見ていると、悪い予感しかしない。

奨励賞奨励賞
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佳作佳作 私を変えた本

情報デザイン学科　3年　柿谷　勉

　今回、僕が読んで環境問題についての考え方が変わった本があります。それは、富山和子著の「環

境問題とは何か」です。

この本を読むまで、僕なりに環境問題について考える機会は、これまでの学生生活でも多々ありま

した。自分なりに考え、理解してきたつもりでしたが、この本を読んで環境問題について考え方が

変わったと感じました。今回、せっかく読書感想文を書く機会があるので、僕なりに感じたことを

書いていきたいと思います。

　この本は全部で８章あるのですが、全て紹介していくのは難しいので、僕が印象に残った 1章

の内容について書いていきたいと思います。

　第 1章は「自然について思い違いをしていないか」について書かれています。この中でも日本列

島の木は減っているのか、という議題が印象に残りました。その内容を紹介させていただくと「あ

なたは日本の森林が荒廃したと思うか？」という問いに、大都市の人ほど「荒廃した」と答えるそう

です。また、「あなたは森林の恩恵を受けているか？」という問いにも、大都市に住む人ほど「受けて

いない」と答えるそうです。しかし、著者の言い分は、本当に恩恵を受けていないのか？普段使って

いる蛇口の水はどこから来たのか？川なのか？ダムなのか？いいえ、根本的には雨が降り、森林か

ら来ているはずだ、と書かれています。そう言われてみれば、誰でも納得できると思います。しかし、

森林は昔に比べて荒廃した、というイメージがある人も多いと思います。でも、実際には違うと著

者は言います。50 年前の日本、戦後の日本はどうだっただろうか？はげ山だらけではなかっただ

ろうか？そして、戦後の日本は様々な大きな水害にあっています。昭和 22年のカスリン台風、29

年の洞爺丸台風など死者・行方不明者を数多く出すことになった水害が数多く発生しています。

ところが、今はげ山を探そうとしても見当たらない。事実、同じような雨が降っても山は微動だに

しない。しかし、その荒廃した山々は放っておいて回復したのか？とんでもない。都市が足元を潰

している最中にも山村の人々は苗木を背負って山に入った。そのおかげで今の日本列島がある、と

いう著者の言葉に僕は深く納得し、今まで山を守り、作ってきた方々に深く感謝しなければいけな

いと感じました。

　以上 8章すべてを紹介することは出来ませんでしたが、この本を通じて、僕が今まで見えてな

かった環境問題も見えてきました。その問題を解決すべく力を尽くしてきた人の努力があってこ

そ、自然環境が改善されます。そして、多くの人が真実を理解し考えていき、実行していくことが環

境問題解決の近道なのではないかなと感じた本でした。



図書館優秀利用者表彰

本館 下記の学生 26 名に決定しました。

図書館では毎年、貸出冊数の多い学生を表彰し、上位者に賞品を授与しています。
賞品は大学後援会•短大後援会より補助金をいただき、図書カードを進呈しました。

短大分館 下記の学生 7 名に決定しました。

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

14

15

現代社会学科

工学研究科(D)

総合工学科

現代社会学科

総合工学科

総合工学科

総合工学科

情報デザイン学科

総合工学科

現代社会学科

総合工学科

情報デザイン学科

総合工学科

現代社会学科

現代社会学研究科

高雄 康弘

細川 雄一

瀧谷 勇司

王 霊君

島 亘

片山 有紀子

石井 貴浩

佐藤 十喜秀

北山 稔

沙 軒竹

河野 大地

川谷 博輝

山本 友貴

佐藤 元紀

小林 裕一郎

306

171.5(175)

121

104

79(85)

50

46

44

40(44)

38

37

37

36(38)

36

31

学科 名前 貸出冊数

一般図書部門

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

総合工学科

総合工学科

情報デザイン学科

総合工学科

現代社会学科

総合工学科

総合工学科

総合工学科

情報デザイン学科

現代社会学科

総合工学科

谷川 潤一郎

坂井 和貴

佐々田 啓吾

丸本 隆士

中野 準哉

北村 隆彌

唐崎 誉

西 規誠

石橋 幸依

牧原 智也

伴之木 貴博

805

600

530

420

341

338

290

262

257

237

235

学科 名前 貸出冊数

娯楽図書部門

期間：平成 24年 4月 1日～平成 24年 12月 26日

※一般部門の娯楽図書は１冊を 0.5 冊としてカウント
（　　）は総貸出冊数

期間：平成 24年 4月 1日～平成 24年 12月 26日

順位

1

2

3

4

4

専攻科(整備工学専攻)

自動車工業科

自動車工業科

自動車工業科

自動車工業科

松原 弘明

皿谷 幸大

林 幸男

藏本 紘希

新宅 裕一

78

22

20

11

11

学科 名前 貸出冊数 順位

6

6

専攻科(整備工学専攻)

自動車工業科

西原 康成

元廣 瞳

10

10

学科 名前 貸出冊数

本館 (工学部 /情報デザイン学部 /現代社会学部 ) 〒739-0321 広島市安芸区中野 6丁目20-1  ☎(082) 820-2536
〒739-0302 広島市安芸区上瀬野町 517-1   ☎(082) 820-3541自動車短期大学部分館

発行 : 広島国際学院大学図書館

URL http://office.hkg.ac.jp/̃toshokan/ 
広島国際学院大学 図書館 検索

おめでとうございます
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