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巻頭言
図書館へ行こう

−ライブラリからライブフラリへ−
学長

佐々木 健

皆さん図書館へ行きましょう。何も勉強だけをしに行くところではないのです。飲食しながら
本（マンガを含めて）が読めるライブラリカフェ、グループで学習やレポートの作成や、研究討論が
できるグループ学習室、CDを見ながらリラックスできる AV コーナーなどもあり、気楽に立ち
寄っていただける施設でもあるのです。インターネット検索で情報検索も種々可能です。もちろん
静かに勉強に専念できる場は、大学図書館の基本施設として十分確保してありますが。
「 図書館は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」と奥田勉前学長は明言
されておられます（ 図書館便りNo49、平成 25 年）し、私もそう思います。 我が大学の図書館は
「ライブラリ」から、フラリ、と立ち寄れる、
「ライブフラリ」に変革すべきと思います。 いろんな
考え方の学生さんが増えてきて、学習内容の多様化も進んでいるからです。 だから我が大学図書
館は、アカデミックな大学図書館の基本機能は維持しつつ、多くの機能、多様性を備えた文化施設
に変革しつつあるのです。
大学での「学生の居場所」は、高学年の卒業研究やゼミ参加の学生は別として、かつては「食堂」や
「クラブ部室 」や、古くは「雀荘（麻雀屋）」
「パチンコ店」
「学生街の喫茶店」でしたが、ぜひ我が
図書館もいわゆる学生生活を謳歌（おうか）する場所として活用してください。 館員は種々準備を
して本学の「 広島一の丁寧なきめ細かい教育」を実践する場としての図書館を運営すべく、きめ
細かい丁寧な対応で、皆さん（学生と教職員 ）をお待ちしておりますと、松尾図書館長も申して
おります。
本大学は広島市安芸区で唯一の大学であり、しかも、広島ではめずらしい、文科系と理科系が
巧みに融合した「文理融合」の総合大学でもあります。 幅の広い学識を有しどのような場面でも
しなやかに対応できる人材育成で、広島や地域に就職し地域貢献する、所謂、地域のためにある
大学、地域に貢献する大学でもあります。 図書館も積極的に地域とのかかわりを増進し、地域に
感謝される施設であるべきで、地域の方々もぜひ本学図書館においで頂き、それぞれの文化活動や
生涯学習に活用して頂けたらと思います。
我が図書館は、昨年連携協定を締結した広島市安芸区の中ではおそらく唯一の、膨大な蔵書数
と多様な施設を誇る、一大複合文化施設でもあります。 地域貢献型大学を目指す本学にとって、
地域の皆様も大いに活用いただき、また学生と触れ合って種々融合し、地域と一体になってコミニ
ケーションがとれる、
「安芸クミニケーション」の場のひとつになれば、とも期待しております。
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季 節 の 展 示＆イベント
学生みなさんに学生生活を有意義なものにし、少しでも楽しんでもらうため、図書館では様々な取り組みを
行っています。2014 年度は、季節ごとに展示やイベントを企画しましたのでご紹介します。

夏フェス in HKG −恋する本＆怖い本−

新生活応援特集

7月

夏フェスは、
「恋する本」
「怖い本」の2つのテーマに分けて
展示しました。
「恋する本」は胸がキュンとするような小説、
「怖い本」は背筋がヒンヤリするような小説を集めました。
また、図書館員や学生アルバイトスタッフがおすすめする
本もあわせて紹介しました。

４月

学生みなさんの新生活を応援！
大学生活に役立つ本や、初めての一人
暮らしに役立つ本を展示しました。

2014年

4月

5月

6月

七夕まつり

7月

8月

9月

6月〜七夕まで

図書館内にて、七夕まつりを開催し
ました。七 夕まつりでは、短 冊に
願い事を書いてもらい、竹に飾り
ました。
短冊が増えるにつれて、短冊の前で
立ち止まる学生や、短冊を写真に
収める学生など、関心が高まり、
にぎわいを見せていました。
尚、飾られた短冊は、海田の春日
神社に奉納させていただきました。

ー2ー

秋コレ in HKG

9月

秋コレは、
「泣ける」
「痺れる」
「魅せる」の
３つのテーマに分けて展示しました。
「泣ける」は感動するストーリーなどの小
説、
「痺れる」はわくわくするストーリー
などの小説や美術ミステリー紀行、
「魅
せる」は絵画に関する解説書や美術画
集を集めました。

古本市

10月26日(大学祭限定)

昨年度に続き、図書館前にて、古本市を開催しま
した。今年もたくさんの方々に来ていただき、
昨年度を上回るにぎわいがありました。古本市で
は、専門書、実用書、小説、漫画、絵本、雑誌バック
ナンバーを販売しました。その他に、文房具、CD・
DVD、雑貨を販売しました。購入していただいた
方に、ドリンクとお菓子のサービスを行いました。
また、図書館に興味を持っていただく企画として、
図書館内にて、クイズラリーを行い、正解者には、
お菓子の詰め合わせをプレゼントしました。
古本市にご協力いただきました皆様には、紙面を通じてお礼を申し上げます。
尚、古本市の収益の一部を利用して、学内の花壇にパンジーを植えました。

10月

心も体もあたたまる本特集

11月

図書館 de X'mas

12月

11月〜クリスマスまで

クリスマスに関連するレシピ本、実用書、
小説を展示しました。

図書館イルミネーション

12月〜クリスマスまで

クリスマスの雰囲気を感じてもらうため、図書館
の出入口では、明るいLED電球を使用したクリ
スマスツリーを設置しました。
また、カウンター周辺にクリスマスツリーなどの
飾りつけを行いました。

図書館HPにて
ライブラリニュースを配信中！
http://oﬃce.hkg.ac.jp/˜toshokan/
(過去の図書館だよりも見られます)
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11月

心も体もあたたまるような小説や新書、
レシピ本などを展示しました。

情報検索について
教員や学生により多くの文献情報を入手していただけるよう、図書館では様々なサービスの提供
を行っています。その中で、図書館HPで紹介されている「 情報検索 」では、図書の所蔵状況や
論文の閲覧ができます。

広島国際学院大学図書館
WEB - OPAC
OPAC は、広島国際学院大学図書館の所蔵を検索
することができる他、開館日時や貸出ランキング等を
見ることができます。
また、OPAC は自分の貸出状況（ 借りている本、返却
期 限日など ）の 確 認などができる、
「 My•Library 」
という機 能がございますので、ご利用ください。
1月14日より、OPACのデザインが一新し、
より使いやすくなりました。
・本学のイメージカラーに合わせてブルー色に統一
・新着案内など、各コーナーに書影 (本の表紙画像) を表示

日経BP記事検索サービス
日経 BP社が 発行する雑誌のバックナンバー記事を、
オンライン上で閲覧･ダウンロードできます。専門記事
を幅広く集約していますので、文系・理系の学生を問
わず、 実社会力 に役立ちます。雑誌数は54誌です。
3つの強みポイント

アクセス数ランキング

❶ 就職活動に強くなる
❷ 論文作成に強くなる
❸ パソコンに強くなる

❶ 日経 WOMAN
❷ 日経サイエンス
❸ 日経ヘルス

Social Sciences Full Text

NEW

Social Sciences Full Text が 新しく加わりました。
社 会科 学の 分 野に関する、英 語の 学 術誌を幅広く
収 録しています。 収 録している 625 誌 のうち 350
タイトル以上は、1995年以 降の論文を全文表示でき
ます。
収録分野
人間学、経済、環境、倫理、地理、国際関係、法学、政治、
精神・心理学、ソーシャルワーク、社会学など
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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 26 年度は図書館懸賞作品コンクールに 13 作品の応募があり、10 月 20 日に厳選な審査の
結果、次のように決定しました。
【優秀賞】
・情報文化学部 3 年
・情報文化学部 1 年

大丈佑己さん 「美しくみせるデザインの原則についての感想」
内藤泰雅さん 「ユニバーサルデザインとは何か」

【佳作】
・現代社会学部 3 年
・工学部 2 年

冨政大樹さん 「私を変えた本 −老いを生ききるを読んで−」
藤田美穂さん 「私のノートの取り方はこうして変わった！」

その他、応募いただいた方には、参加賞をお渡しいたしました。

優秀賞

優秀賞

大丈 佑己さん

内藤 泰雅さん

書名「 ユニバーサルデザインの教科書」

書名「 Balance in design

− 美しくみせるデザインの原則 」

監修 …… 中川 聰
編集 …… 日経デザイン
出版社 …… 日経BP社
出版年 …… 2005年10月
I SB N …… 9784822215477

著者 …… Kimberly Elam
出版社 …… ビー・エヌ・エヌ新社
出版年 …… 2012年2月
I SBN …… 9784861007934

佳作

佳作

冨政 大樹さん

藤田 美穂さん

書名「 学年ビリのギャルが1年で偏差値を

書名「 老いを生ききる 」

40上げて慶應大学に現役合格した話 」

著者 …… 坪田 信貴
出版社 …… ＫＡＤＯＫＡＷA
出版年 …… 2013年12月
I SB N …… 9784048919838

著者 …… 田邊 順一
出版社 …… 法蔵館
出版年 …… 1993年11月
I SB N …… 9784831880604

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 27 年度は夏頃、作品の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。
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優秀賞

美 し く み せ る デ ザ インの原則についての感想
情報文化学部

情報デザイン学科
3 年 大丈 佑己

私が図書館で借りた『 美しくみせるデザインの原則 』についての感想ですが、何故、私がこの本を借りる
ことになったかを話します。それは研究室で先生に課題の途中発表をしたとき、先生から「 文字の規則性が
なってない、形をそろえてない。」と言われたことがきっかけでした。規則性について、関係ある本はどこ
にあるのだろうと図書館で探した結果、この本が目に留まりました。
まず、この本の要所要所に出てくる黄金比率が目に留まりました。黄金比率とは、人が人工の環境や、
自然界の環境において、認識に基づいて好んできた形、物、人などを指す意味です。
この黄金比に興味を持った心理学者や、建築家、画家たちは、グラフ、彫刻、絵画で黄金比を表しました。
心理学者のフェヒナーが表した比率は、1：1が正方形で、1：2が対の正方形です。そしてフェヒナーが
最も好む比率が5：8です。フェヒナーにとって、この比率が黄金比です。ちなみに、長方形の縦横比の平
均値は、黄金比で知られる1：1.618に近いことが判明されています。この本の6〜7ページに、フェヒナー
が最も好む長方形のグラフについての内容が書かれています。
この内容で私は、長方形の比率は個人によって少しの差がありますが、フェヒナーも含め黄金比に関
わった人物たちは5：8という比率が最も多くの人々が好んだ比率だと分かりました。では何故好むのか、
私は、この5：8の比率の長方形が人々にとって見やすく、読み取りやすい形なのではないかと判断したから
です。例えば本や新聞です。実は、殆どの本や新聞は、黄金比率の5：8に近いか同じ形のものばかりです。
本というものは、人々に読んでもらうもの、その本や新聞が1：1の正方形、1：2の長方形の形だったらと
考えてみてください。私は、1：1の正方形だと、文字の吹き出し、フォントなどが圧縮され読みづらくなり、
写真やキャラクターの顔までも潰れた顔になり、この顔は人の顔なのか？と違和感を覚えるのではないか
と考えました。1：2の長方形だと、全体的に広がってしまい、文字が逆に読みづらくなり、顔は本によっては
縦や横に広がるのではないかと考えました。従って、5：8の正方形比率は人にとって見やすく、読み取り
やすい比率ではないかと考えました。
ちなみに、私たちの身近にあるものにも黄金比があります。それは、まつぼっくりとヒマワリです。
この2つは、この本に出てくる黄金比の一つで、黄金螺旋という黄金長方形と、そこから出てくる螺旋の
図のことです。この2つは、螺旋の成長パターンが似ていて、種はどれも交差する2組の螺旋に沿って
属されています。まつぼっくりの種の螺旋を調べると、時計回りに螺旋が8、反時計回りの螺旋が13、ヒマ
ワリの螺旋は、時計回りに21、反時計回りに34あります。両者の比率は黄金比に近いことが分かります。
まつぼっくりの8：13とヒマワリの21：34、この数字の並びは、フィボナッチ数列の隣り合った数字の
ペアです。この数列は、前の2つの数字を足していき、0．1．1．2．3．5．8．13．21．34．55となります。
この隣り合う数字の比率は、黄金比の 1：1.618に少しずつ近づいていきます。 螺旋についての内容は、
この本の10〜11ページに書かれています。
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黄金螺旋に関わるフィボナッチ数列で思ったことなのですが、黄金螺旋は生物にもあるのではないかと
考えました。理由は、この本の14ページに絵描かれているレオナルド・ダ・ヴィンチ作「絵の中の人体図」
で、円の中に人が両腕両足共々円からはみ出ず、内側に沿って両腕は上下に、両足は左右に動かしています。
そして、臍を中心に黄金螺旋を書いていくと、1：1.618に近いものになるからです。従って、黄金螺旋の
円の中に収まり、かつ、円の内側の線に沿って、腕や羽が動かせるものは見やすく、人にとって違和感が
ないと感じ取れました。
私がこの本を読んで思ったことは、この黄金比が崩れると、人にとって悪寒が走る気持ちになること
です。それはゲシュタルト崩壊です。ゲシュタルト崩壊は知覚の現象の一つで、全体性を持ったまとまり
のある構造から全体性が失われ、個々の構成部分にバラバラに切り離して認識し直されてしまう現象を
言います。文字や顔など、視覚的に例えられるものが多く知られていますが、聴覚や皮膚感覚にも現象が
あると言われています。
さまざまな例の一つで、「傷」という字を行5つ、列４つ書いて数分間しばらく見続けると、『あれ？
傷ってこんな字だったか？ 』と思うようになります。このような場合、瞬時に見て分かるのに持続的に
見続けることで、全体的な形態の印象や、認知が低下してしまいます。
「傷」を見続けることで、「傷」の文字のパーツがバラバラ見えてしまい、文字として認識できなくなり
ます。ちなみに、ゲシュタルト崩壊を起こしやすい文字は、傷・借・多・野・今・粉・若・を・丈・ル、
などのようです。流石に自分の名字の一つである「丈」が、ゲシュタルト崩壊を起こしやすい文字に含まれ
ていることには驚き、少し複雑な気分にもなりました。
黄金比率が崩れ始めると、人の知覚にゲシュタルト崩壊が起こり、脳や味覚、視覚などに影響が起き、
精神的苦痛、精神崩壊が起こるのではないかと私は考えました。
又、黄金比率を知ることで、ものづくりや絵を描くこと、デザインすることなどに、比率は重要である
ことを認識することができました。今後、デザインする時には、比率を念頭に置き、制作に取り組んで
いきたいと思います。
そして、黄金比率は人にとって視覚を上昇させる、見やすい形に最も近い形、生物の体全体や一部に
必ず含まれている、そういった自然や人工物が成長していくのに不可欠な法則なのではないかと思います。
今回、この本を通して、芸術作品に関する法則や原則に興味を持つようになりました。これからも、
黄金比率のようなデザインに関わる法則の本を読み、自分自身のデザイン能力の上昇につなげていき、
そして将来、悔いが残らないように、自分が目指しているデザイン関係の仕事に就職できるよう心がけて
いきたいです。
私はこの黄金比率におけるフェヒナー、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、デザインに関わった多くの人
物のおかげで、人々の見る力が美しく感じ取れるきっかけを作ってくれたことに感謝します。
最後に、黄金比率は無限の可能性を秘めている、そう確信してもいいと私は考えています。
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優秀賞

ユニバーサルデザインとは何か
情報文化学部

情報デザイン学科
1 年 内藤 泰雅

ユニバーサルデザイン（UD）とは何か、なぜ必要か。私はデザインを学ぶものでありながら、UDに
ついて正しく理解していなかった。そのことに気づくきっかけになったのが、中川聰さん監修の
バーサルデザインの教科書

ユニ

という本である。

まずは、UDとは何かを改めて考えさせられた。UDには7つの原則がある。「どのような人でも公平に
使えるものであること」
「使い方が明解ですぐに理解できること」など、実現が難しそうなものばかりだと、
私は感じた。特に、ものを使う人の心理面への配慮は、これまで考えたこともなかった。使いやすいだけ
ではUDではないのである。また、UDでは観察と実験が重要だと記されている。観察に関しては、日々の
暮らしの中で自分自身の不満を解決するにはどうすればいいか、あの人は今何を考えて、どう行動しようと
しているのだろうか、などを考えることが大切だとある。私も普段からさまざまなものを観察する習慣と
洞察力を身につけたいと思った。また、実験に関しては、軍手を2枚重ねて作業してみたり、視野を狭くして
文章を読んでみたりするなど、身近なものでUDを感じることができる方法が紹介されており、関心を
持った。
次に、プロダクト・パフォーマンス・プログラム（PPP）で定められた「評価のガイドライン」を的確に
評価するための視点について記されている。PPPとはUDの定義を基に、UDの達成度を37項目にわたる
ガイドラインで測定する評価法である。そのガイドラインの項目の説明には、自分自身が実際に体験して
不便だと感じたことがいくつか取り上げてあり、とても共感した。例えば、「さまざまな使い手が、勘違い
をせず直感的に使えるか？」の項目では、切符を2枚入れる自動改札機が紹介されている。私も初めてこの
自動改札機を利用した時、乗車券と特急券を2枚重ねて入れるということが分からず、困ったことがあった。
また、「保守、点検、整備がしやすいか」「製品の本体、部品、消耗品が再生・再利用されるように考慮
されているか」などの項目は予想外だったので驚いた。同時に、そのようなこともUDの評価基準なのだと
知り、面白いと思った。
最後には応用としてUDの商品開発について紹介されている。商品企画・開発、営業・宣伝の流れや、
その後のアンケートやインタビュー、評価のことまで詳しく記されており、1つの商品のために多くの人が
奮闘していることが伝わってきた。
私が本格的にUDと関わっていくことになるかどうかはまだ分からない。だが、この本で学んだことは、
私のこれからの大学での生活、勉学にもきっと役立つだろう。
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佳作

私を変えた本

−老いを生ききるを読んで−
現代社会学部
3年

現代社会学科

冨政

大樹

私がなぜ、図書館懸賞作品コンクールでこの本を読んだかと言うと、表紙に載っている老人の写真を
見て、言葉で表せないものを感じたからである。題名にある通り、老いを生ききるとはどういうことなの
か。人間は、必ず老いというものがやってくることについて、どう立ち向かっていくべきであるかを考え
させられたからである。現代の社会は変化が著しく、今から生きていく若者が、くじけそうになる。その
現代を力強く生きていく老人達に、大きな力をもらえた。だから、もっと多くの人達にこの本を読んで
もらい、私のように何か変わるきっかけになってほしいと思う。
この本には、9人の老人の話が出てくるが、代表して、3人の老人を取り上げようと思う。まずは、母親の
横山むまよさんと、息子の光明さんの話である。むまよさんは91歳。むまよさんを62歳の光明さんと妻の
チカ子さんが介護している。光明さんは、町工場を営んでおり、仕事の合間に母の面倒を看ている。むまよ
さんが倒れたのは、昭和54年の秋。脳梗塞だった。その直後から、むまよさんに呆けの症状が見られる
ようになった。昼夜かまわず大声を出すために、病院から家に帰らされた。退院後もおかしな行動が
続く。むまよさんは、90歳で酒を飲み始め、一升瓶を2日で空にするようになった。そんなある日、むまよ
さんは歩行中に転倒し入院した。幸い、骨に異常はなかったが、今回の入院中も病院で騒ぎ続けた。病気
ではない人を一般の病院に置いておくわけにはいかないために、自宅か老人病院に行くしかなかった。
自宅では、介護に追われ続け、チカ子さんは疲れきって、これ以上介護する自信が持てないと言った。
しかし、老人病院はお金がかかるため、自宅で看るしかなかった。それからは、地獄のような毎日が続いた。
新聞に時々載る 親ごろし という言葉が他人事に思えなくなっていた。そんな光明さん夫婦を支えたのが
訪問看護師と、医師だった。医師と看護師の支えがなければ、夫婦は母の介護を投げ出していただろう。
家族の苦しみは、お年寄り本人の苦しみに連動する。家族に限度以上の犠牲を強いたのではないかと、
看護師は思ってしまった。むまよさんが食べなくなって、どんどん衰弱してしまう中、一生懸命、介護を
続けた。そして、最期のお別れの時、むまよさんが口を動かしたが、「・・・・・」聞き取ることができ
なかった。それでも、光明さん夫婦は、自宅で介護してよかったと思った。
私は、横山さんの話を読んで感じたことは、まず、老いた息子が老いた母を介護することが、どれだけ
大変であることかということだ。さらに、介護するためには、外部からの手助けや、バックアップなどが
必要だと感じた。介護が大変なため、逃げ出したくなるかもしれない。同時に、大切なものを失くして
しまうようなことがあるかもしれない、と考えさせられた。
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次は、電気や水道がない厳冬の函館に住む、芝田マサエさんの話である。マサエさんは、焼き芋を売って
40年。かつては人気があったが、最近は売れなくなった。一日の売り上げが1000円になり、売り切れた
ら、さっさと自宅に帰る生活をしている。雨と突風の日以外は仕事に出る。1年で300日にもなる。仕事が
終わると、近くの路上にリヤカーを停め、荷物を下ろす。着替えた衣類や水筒を持つと、リヤカーの引き
手をはずして自宅まで運ぶ。以前、盗まれたことがあるからだ。この町には顔見知りが多く売れ残りそうな
ときは、買い取ってくれる人もいる。毎朝パンの耳を届けてくれる人もおり、それがマサエさんの朝食に
なる。焼き芋を売ってもたいした金額にはならない。リヤカーが壊れたときは、隣の人が直してくれた。
その人は今ではすでに亡くなった。三十年余り、リヤカーを引いてきた。こうして、自分の気持ちに正直
に生きてきたのも、街の人達の暖かさに支えられたから、とマサエさんは思っている。
私は、マサエさんの話を読んで、毎日重たいリヤカーを引いて歩くマサエさんは、とても根気が強い人
だと感じた。また、こうして毎日こつこつ焼き芋を焼いていくことができるのは、人と人とのつながりが
強いからだと思った。自分の気持ちに正直に生きることができるマサエさんは、すばらしい人だと感じた。
最後に、私は、この本を読んで、果たしてこれから先、老いていくとことは決して恐れることではない
と感じた。この本は、私に、人間が生きる究極の姿を写真と文書で励ましてくれた。見る人全てに感動を
与えてくれるだろう。これから私たちが生きていく世の中は、厳しい時代になっていくと思う。だからこそ、
私は決してくじけずに、一生懸命がんばって取り組んで、人間の関係を大事にしていきたい。より、多く
の人に、この本を読んで、自分自身の励みにしてほしいと思う。

佳作

私のノートの取り 方 は こ う し て 変 わ っ た ！
工学部

食農バイオ・リサイクル学科
2 年 藤田 美穂

「良い成績をとるには良いノートを作ることが大切です。」ある授業で、先生がおっしゃっていた言葉
です。その言葉を聴いた時、私は良いノートとは一体どのようなノートなのだろうかと思いました。これ
を聴いた当時の私のノートの使い方は、高校生の時に通っていた塾でのノートの使い方のままでした。
その使い方とは、A4ノートの左端に2〜3行の線を引き、ページ数と大問番号を記入、右端に6〜7行の線
を引き、先生の解説や自分の調べたことを書き込むようにするというものでした。しかし、ページいっぱい
に書き込みをした後のノートは、何が大切なのか分かりづらく、ページをめくっては探すばかりの繰り返し
でした。他にも、コピーした問題をノートに貼り付け、書き込みをする等も試しましたが、あまりに手間
がかかるため、良い方法とはいえませんでした。
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そんな時、『 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話 』という本に出会い
ました。この本では、偏差値が30以下のギャル高校生が、どのようにして慶応大学に現役合格したかに
ついて書かれていました。その中には、英文法の効果的な学習法や、リスニング対策等の受験には欠かせな
い英語の勉強法について紹介されていました。中でも最も印象に残ったのが、授業中のノートの取り方でし
た。ここで紹介されていたのは、コーネル式ノートでした。コーネル式ノートとは、1ページを、復習等に
活用することで思い出す手がかりになるCues、ノートとして記録するNotes、ノートに記録した部分の要約
を記入するSummaryの3のパートに分けて使う方法のことです。このノートの使い方の特徴は、書き込み
ながら理解を深めることが可能であること、テスト前等での復習が容易になること、そして、復習を必ず
行う習慣がつくことです。
このノートの使用方法に切り替えてから、ノートがすっきりと整理され、かなり見返し易くなりました。
また、Cuesに記入した質問やキーワードは、自分が分からなくなり易い部分である場合が多く、キーワー
ドは重要度が高くテストに出題されやすいため、テスト前の復習に役立てることができました。Summary
に記入した要約には、このページで最も重要な考えが書かれているため、要約する際に自分でもっと深く
調べたり、質問したりすることで、どこが理解できていないのかを知ることができました。テスト前の時間
が無い時にも無駄なく勉強でき、ノートの持ち込みが許可されている教科のテストでも、ノートを役立てる
ことができました。
全ての人にこのコーネル式ノートが合うとは限りませんが、自分のノートの取り方を変えたい、ノートを
どのように活用したら良いのか分からないという人は、ぜひ、一度試してみてはいかがでしょうか。もしか
すると、自分に最適な方法を見つけることができるかも知れません。

図書館懸賞作品コンクール表彰式（平成26年12月1日）

今回応募したきっかけや作文の感想を述べていただきました
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図書館優秀利用者表彰
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 。

本館

下記の学 生 2 5 名 に 決 定 し ま し た。

一般図書部門

娯楽図書部門
貸 出 冊数

順位

藤田 美穂

140

1

現代社会学科

山根 隆磨

441

現代社会学科

岡谷 健太

123

2

情報デザイン学科

瀧宮 雅樹

250

3

情報デザイン学科

石田 椋子

111

3

食農バイオ・リサイクル学科

西原 大樹

171

4

情報デザイン学科

内藤 泰雅

78(110)

4

総合工学科

伴之木 貴博

136

5

食農バイオ・リサイクル学科

藤井 慎之介

92

4

情報デザイン学科

吉原 由夏

136

6

院工学研究科

井堰 絵里佳

73(84)

6

情報デザイン学科

沖田 和也

104

7

総合工学科

島 亘

82

7

総合工学科

亀迫 真成

91

8

現代社会学科

中田 涼介

76

8

現代社会学科

上野 恭平

84

9

院現代研究科

小林 裕一郎

74

9

総合工学科

丸本 隆士

73

10

情報デザイン学科

木下 桃花

66

10

総合工学科

井出 拓希

71

11

食農バイオ・リサイクル学科

永井 雅紘

63(64)

順位

学科

1

食農バイオ・リサイクル学科

2

名前

11

食農バイオ・リサイクル学科

竹嶋 敦至

63

13

食農バイオ・リサイクル学科

古川 雄也

61

14

生産工学科

谷岡 佳紀

59

15

現代社会学科

井口 雄貴

58

短大分館
順位

学科

名前

貸出冊数

期間：平成 26 年 4 月 1 日〜平成 26 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

おめでとうございます

下 記 の 学生 5 名 に 決 定 し ま し た。

学科

名前

貸 出 冊数

順位

学科

名前

貸 出 冊数

1

自動車工業科

中下 伸義

158

4

自動車工業科

橋本 紳也

37

2

専攻科 ( 整備工学専攻 )

神田 浩徳

39

4

自動車工業科

牧野 広一

37

3

自動車工業科

高沖 一樹

38

期間：平成 26 年 4 月 1 日〜平成 26 年 12 月 26 日
※平成 27 年１月 20( 火 ) に表彰式を行いました

発行 : 広島国際学院大学図書館
本館 ( 工学部 / 情報文化学部 )
自動車短期大学部分館

〒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
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検索
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