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現代社会学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

現代社会学科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

井口 雄貴

藤田 美穂

松井 高志郎

北條 愛実

永井 雅紘

内藤 泰雅

中田 涼介

吉原 由夏

船田 あかり

西原 大樹

古川 雄也

米田 彩香

高橋 龍賢

檀上 礼都

玉谷 嘉希

順位 学科 名前 貸出冊数 順位 学科 名前 貸出冊数

1

2

3

4

4

現代社会学科

現代社会学科

現代社会学科

生産工学科

生産工学科

山根 隆磨

下田 健太

石田 雄暉

林 長貴

中妻 健太

502

239

122

114

114

期間：平成 27年 4月 1日～平成 27年 12月 25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

本館 下記の学生 2 0 名に決定しました。

一般図書部門 娯楽図書部門

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。

図書館優秀利用者表彰

180

135

118

105

103

88(102)

99

78(97)

86

80(81.5)

79

75

72(74)

72

68(69)

短大分館 下記の学生 5 名に決定しました。

80

55

53

43

32

牧野 広一

坂原 慶明

自動車工業科

自動車工業科

4

5

花岡 清志郎

高沖 一樹

嶋﨑 友里

自動車工業科

専攻科(整備工学専攻)

自動車工業科

1

2

3

順位 学科 名前 貸出冊数 順位 学科 名前 貸出冊数

期間：平成 27年 4月 1日～平成 27年 12月 25日

※平成 28年１月 25( 月 ) に表彰式を行いました

本館 (工学部 /情報文化学部 ) 〒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

　今では必要な情報のほとんどが瞬時に入手できる便利な時代になりました。 しかし、それは検索した結果
のみ提供される、 ピンポイントの情報でしかありません。 確かに「答え」ではありますが、それを安易に信じ
てしまうことは一抹の危うさを含んだ行動だと思います。 事実、 皆さんもそういった経験はあるでしょう。
　さて、「カーナビ症候群」ということばを知っているでしょうか。 カーナビは目的地を入力すれば道案内   
してくれ、 知らない場所へでも連れて行ってくれる便利なアイテムです。 その「答え」は正しいのですが、   
地図を見ながら目的地へ行く場合と比べてみてください。 地図だと、 川や橋、周辺の目標物などを確認しな
がら走り、標識があれば確認して安心し、そして何より重要なことは自分の現在地と進んでいる方角を常に
把握しているということです。 結果、地図を使って行った場合、帰り道は地図がなくても帰れます。 それは   
記憶しているからです。
　どんなに便利な道具が現れようと、本という紙に書かれた文字や図表から得る情報や知識は自分を見失う
ことなく、周辺情報やそこへたどり着く景色も総合して得ることができ、記憶に残すことができるという    
ことです。 本は決して時代遅れの遺産ではありません。
　私はインターネット時代の恩恵を受けながら、やはり本という情報源も大切にしています。 本から疎遠に
なっているであろう若者に対し、今日私が勧めるのは「新書」です。 これは手帳より少し大きいサイズで厚さ
は１ｃｍほどの物がほとんどです。 一般大衆向けですから、専門的な内容でも平易な文章で予備知識がなく
ても理解できる内容で書かれています。 また、世の中のあらゆる分野にわたって書かれた新書がたくさん   
出版されていて、 幅広い知識を得ることができるアイテムです。
　私自身のことで恐縮ですが、私は時々書店の新書コーナーで棚を眺め、興味ある新書を５冊ほど買って    
帰ります。 そしてそれを１冊ずつ最後まで読んで行くのではなく、 その日、その時の気分によって他の本を
読むことにしています。 そうすると、 全く関係ない分野の本であっても、同じことに別の著者が別の切り口
から語っていることに出くわすことも少なくありません。 これが地図で行く時の景色や風景ではないでしょ
うか。 同じ山や川も違う角度から見ながら行くことも大切で、カーナビのピンポイント案内では知り得ない
周辺知識だと思いますし、寄り道できれいな風景やおいしいコーヒーが飲める喫茶店に出くわすような可能
性もあります。
　学生の皆さんには図書館という便利な施設が用意されています。 私の読み方を勧めるわけではありま   
せんが、図書館で複数の本を借り、目に触れる場所へ置き、気分次第で読んで行けば、必ずどこかで役に立つ
知識を得ることになります。 読書から遠ざかっている人は、まず図書館の「新書」コーナーへ行き、興味ある
タイトルの本を手に取ってください。 モニターやディスプレイにはない本の魅力を知ってください。

巻頭言

学長　李木 経孝
－新書のススメ－

スマホですか、本ですか？

〈目　次〉
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図書館3つのアプローチ ………………2
　・読書記録通帳
　・ふきだしカメラ －図書館バージョン－
　・古本市&クイズラリー

図書館懸賞作品コンクール ……………4

図書館の「○○」知ってる？ ……………3

図書館優秀利用者表彰 …………………8
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　　  学生さんと協力 ！

　 ふきだしカメラ　－ 図書館バージョン －

2015年11月、 「ふきだしカメラ － 図書館バージョン －」を設置し
ました。図書館がふきだしカメラを制作しているゼミナールに依頼
し、実現しました。テレビの上部に取り付けられたカメラに顔を向
けると、顔のまわりに「ふきだし」が出てきます。ふきだしの中身
は 大学や図書館あるあるネタ、本に関する内容になっています。 

ふきだしカメラを通して、より      
大学のことを知ってもらい、本に  
興味をもってもらえたらと思い
ます。

ふきだしの中身は、
定國ゼミの学生さんと
アイデアを出し合い
一緒に考えました。

古本市の収益金の
使い道について

・ パンジーを植えました。
  (学内の花壇用)
・ スタンプラリーの景品
  と漫画を購入し、寄贈
  しました。

えらべる
２カラー

◎ 読書記録通帳とは ？
 ・ 貸出日や本のタイトルなど、 貸出履歴が記載されます。
 ・ 自分が今までどんな本を読んできたのか、
    振り返ることができます。
 ・ 年に1回、 更新することができます。

図書館 3つのアプローチ

図書館サービスの向上を図るため、関係機関と協力•連携しながら、さまざまな取り組みを行っています。

2015年度では、3つのアプローチ (取り組み )をご紹介します。

態度の内野手では捕球に間に合わず出塁しました。その後、盗塁したら捕手が悪送球、そのままホーム

ベースを踏み、初めてスコアボードに一点を書き込みました。スコアボードの管理員は慌ててボードを     

取り換えたと書いてあり、どれだけ朝日軍が舐められていたか分かりました。しかし、そのバントで相手

に身軽さがあまりないことが分かり、その弱点を突いていく野球をして勝ち点を重ねていき、白人からも

尊敬されリーグ優勝しました。ハッピーエンドかと思ったのですが、太平洋戦争が起き、バンクーバー     

朝日は解体、強制収容所送りという、もやもやした気持ちで読み終わりました。日系移民の苦労と努力     

などを理解した上で、今の日本の外国人問題について考えなければならないと思いました。

面白かった本　：格安エアラインで世界一周

情報文化学部　現代社会学科
2年　外園　真大

　私が面白いと感じた本は、下川裕治氏が書いた「格安エアラインで世界一周」という本です。何が面白

かったかというと、最近はやっているLCCを使ってギリシャやアメリカなど、様々な国を訪れて現地の   

様子を描いているところです。それ以外にも下川さんと同行していた阿部さんというカメラマンがいます。

下川さんが「いいのか？」と問いかけたとき阿部さんは奥さんと子供がいるのですが、「いいです。」という

返事をします。そこで下川さんとの旅はすごく面白いものだと感じました。だからこそ、阿部さんが毎回

ついていくのだと確信しました。

　今回、この本を読書感想文として選んだ理由は、去年、私が船を使って、下川さんと同じように世界一周

の旅に出たからです。少し違うところは、同行者がいないところだけです。世界一周の旅のやり方は様々な

ものがあって、私は船を使った旅だったので、違う視点で見る世界一周を知りたくなってこの本を選び         

ました。実際読んでみると、知っている国もあれば知らない国もあって、そんな空港があったのだと感じる

こともしばしばありました。私も同じように、知っている国もあれば知らない国にも訪れる旅をしました。

旅ならではのハプニングもたくさんあって、共感できる場面も少なくありませんでした。船も飛行機も     

乗り物は違っても、旅になると紙一重の存在だと思いました。

　そして、やはり驚くべきことは値段でした。船だと100万円近くかかったのに対し、下川さんの格安航空

券の旅は21万円と5倍近い差が出ていました。いかにLCCが安い値段で運行しているのかがはっきり分か

りました。その反面、サービスはそうでもないだろうと考えていたら、意外にもサービスの質が高いと書

いてあったので驚きました。格安航空も侮れないと思いました。実際にそのサービスを受けてみたいです。

　飛行機にはあまり興味がありませんでしたが、今回この本を読んでみて、LCCを使った旅をしてみたいと

思いました。そして、旅の面白さを再認識することもこの本でできました。いつか下川さんのような旅を

したいです。

佳作佳作

　　  図書館オリジナル !

　 読書記録通帳
2016年1月、読書推進の一環として「読書記録通帳」
の発行をはじめました。
本を読んで、  知識という利子を付けてみませんか？
申し込みはカウンターにて受け付けています。

　　  大学祭に参加 ！

　 古本市&クイズラリー

2015年10月、古本市の開催は今年で
3年目となりました。今年は天候に恵ま
れ、たくさんの来場者でにぎわいまし
た。来場者から「今年も楽しみにして
いました。」との声を聞き、少しずつ周
知されているようで嬉しくなりました。
古本市では絵本、小説、漫画、実用
書、専門書、雑誌バックナンバー、  
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、図書館内では  
図書館と本を楽しんでもらうため、   
クイズラリーを行いました。
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。
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図書館の「○○」知ってる？

学生をはじめとする利用者のために、勉学や研究に励んでもらうため、図書館ではさまざまなサービスや
機能をご用意しています。その中で知ってほしいサービスや機能についてご紹介します。

考えてスポンサーがいないということはマイナスですが、たいていの雑誌はスポンサーに気を使って本当

に書きたい記事をなかなか書くことができません。しかし、ビックイシューはスポンサーがいないことに

よって、よりリアリティーのある記事を書くことができます。これは、読む人にとってもうれしい事で    

あり、記者にとってもうれしい事でした。

　それに、ビックイシューは書店には売っていません。もし、ビックイシューが書店に売られていれば、

他の有名な雑誌にうもれてしまい人の目にはつかないと思います。しかし、ビックイシューは自らアピール

し、売ることができます。人通りの多い場所で売ればその効果は大きくなります。さらに、表紙を有名人

にしたり、多くのメディアに取り上げてもらうなど少しずつビックイシューの知名度は上がりました。

　現在のビックイシューは大成功しているわけではありません。なんとか成り立っているという状況です。

しかし今、ビックイシューがなくなれば多くのホームレスの人が苦しむ事になります。

　日本にホームレスを救う事ができるビジネスはビックイシューしかないことは問題だと思います。ビック

イシュー以外にホームレスの人が働ける環境を作っていくことが、これからの日本にとって大切な事だと

思います。

優秀賞優秀賞 「バンクーバーの朝日」

情報文化学部　現代社会学科
2年　森岡　隼

　本書は、二十世紀初頭にカナダで暮らす日系移民が差別や過酷な労働に耐えながら野球チームを結成

し、現地のリーグ戦で優勝する話です。

　僕がこの本を選んだ理由は、フジテレビの「奇跡体験！アンビリーバボー」でバンクーバー朝日の放送回

が記憶にあったため、本書を借りて選んだ次第です。

　まず印象に残ったことは、差別のことです。主人公たちは、現地人と同じ教育を受けて、英語も分かる

のに、いい仕事には就けず、給料は白人の半分ということに驚きました。しかも州政府も日本人に不利な

法案を作るなど、行政も差別に参加していたことにとても驚きました。しかし今の日本と似ているのでは

ないかと思いました。今の日本は豊かになり、受け入れる側にいますが、外国人労働者問題をよく耳に     

すると思います。低賃金やパワハラなど一世紀前のカナダと似ていると思いました。ただ、僕も日本が多く

の移民や難民を受け入れることは反対です。だから本書の差別も少し理解できました。

　次に印象に残ったのはチーム初得点の時です。それまで朝日軍は零点に抑えられ、連戦連敗でした。      

敵の外野手はボールが飛んでこないため、寝転んだりしていたそうです。内野手はヤジをとばしたりして  

いたそうです。主人公が打席に立った時に、デットボール気味のボールがたまたまバットにあたり、舐めた

図書館の「OPAC [ My Library ]」知ってる？

図書館の「集密書庫」知ってる？

図書館の「図書購入希望申込カード」知ってる？

集密書庫に保管・配架されている資料は、すべて閲覧・複写
が可能です。ぜひ学習等にお役立てください。

新聞のバックナンバー(主な新聞は３年間分)を保管、
1985年～の製本洋雑誌が配架されています。

集密書庫1

集密書庫2

1997年～の製本和雑誌、他大学の研究紀要、 
禁帯出の洋書などが配架されています。 集密書庫2

本学の学部生・院生は、本をリクエストすることができます。
「図書購入希望申込カード」に必要事項を記入して、           
カウンターまでお持ちください。

◎ 希望申込対象について
　 教養を身に付けるため、 学習等に必要な図書とします。

◎ 購入について
　 図書館長から購入許可が出た図書のみ購入が可能です。

◎ 希望申込冊数について(目安)
　 学部生 ： 年間1人10冊内
　 院　生 ： 年間1人15冊内

図書館の蔵書検索ができるOPAC に、「My Library」という
機能があります。本学の学部生・院生・教職員が利用できる
機能で、 以下のようなサービスを行っています。

2015年度に申し込みされた希望図書

• 自分がいま借りている図書の冊数、書名
• 自分がいま借りている図書の返却期日
• 貸出中の本の予約

広島国際学院大学図書館OPAC（https://www-lib.hkg.ac.jp/）
にアクセスし、 右上にある「My Library Login」をクリック。
利用者IDとパスワードを入力して、 お使いください。
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最優秀賞最優秀賞 ビックイシューの挑戦を読んで

　ビックイシューはイギリスで生まれたホームレスを雇用した雑誌であり、ホームレスの人が路上でビッ

クイシューという雑誌を売ります。

　ホームレスを救おうとする動きはいろいろありましたが、ビックイシューはチャリティー活動ではなく、

ビジネスとして成り立っているというところが他にはない点だと思います。

　ビックイシューは、ホームレスの人からしか買うことが出来ないということが、ホームレスを救うことに

つながっています。

　はじめてビックイシューを売る人は無料で10冊仕入れることができ、1冊300円で売るのですべて売り  

切れば、3000円の現金収入になります。次に売るときから1冊140円で仕入れ、160円の収入になります。

最初の10冊を無料で仕入れることが、0からのスタートであるホームレスの人にはとても魅力的だと思い  

ます。

　ビックイシューはこれまでの支援とはまったく違うと思います。ホームレスの人たちに炊き出しなどの

支援をするには限度があり、それが本当にホームレスの人のためになるのかは疑問です。しかし、ビック

イシューは、ホームレスの人に仕事を与え、販売者とホームレスの両方に利益が生まれるようになって     

います。今までのホームレスに対する支援活動は、ホームレスを路上での生活から家を持てる生活にする

ことはできませんでしたが、ビックイシューは路上での生活から離れさせる事ができます。これはホーム

レスには働きたいという意思があるからです。

　多くの人は、ホームレスに対して働かない怠け者や、怖い人などという偏見を持っています。しかし、

実際は体を悪くしていることや、年齢的なもので働きたくても働けない状況になっていることが多いの          

です。ビックイシューは好きな時間に好きなだけ働く事ができるので、体調が悪い日は休んでもよく、調子

のいい日にはたくさんの収入を得る事ができます。ホームレスにとって自分のペースで働けるという事は、

とても大切です。ビックイシューのようにホームレスの人が働ける場所をつくれば、確実にホームレスは

減っていくと思います。

　ビックイシューは、2003年に日本にはいってきました。佐野章二という人物が中心となって発行してい

きましたが、最初からうまくいっていたわけではありません。

　まず、日本での成功例がないことや若者の活字離れ、情報がインターネットで無料で得られる時代である

ことなど、成功しない理由はたくさんありました。何より、日本人が好き好んでホームレスから雑誌を買う

とは、だれも思わなかったのです。

　しかし、ビックイシューには強みもありました。それはスポンサーがいないということです。一般的に

情報文化学部　現代社会学科
2年　鳳山　尚平

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27年度は図書館懸賞作品コンクールに5作品の応募があり、10月14日に厳選な審査の結果、
次のように決定しました。

【最優秀賞】　現代社会学科 2年　鳳山尚平さん　「ビックイシューの挑戦を読んで」
【優秀賞】　　現代社会学科 2年　森岡　隼さん　「バンクーバーの朝日」
【佳作】　　　現代社会学科 2年　外園真大さん　「面白かった本：格安エアラインで世界一周」

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。

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28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。

図書館懸賞作品コンクール

図書館懸賞作品コンクール表彰式（平成27年11月4日） 図書館長から賞状を受け取る現代社会学科2年生の鳳山さん

今回応募したきっかけを述べていただき、審査委員の先生方とスマホ読書、一番心に残っている本について意見交換がなされました。
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図書館の「○○」知ってる？

学生をはじめとする利用者のために、勉学や研究に励んでもらうため、図書館ではさまざまなサービスや
機能をご用意しています。その中で知ってほしいサービスや機能についてご紹介します。

考えてスポンサーがいないということはマイナスですが、たいていの雑誌はスポンサーに気を使って本当

に書きたい記事をなかなか書くことができません。しかし、ビックイシューはスポンサーがいないことに

よって、よりリアリティーのある記事を書くことができます。これは、読む人にとってもうれしい事で    

あり、記者にとってもうれしい事でした。

　それに、ビックイシューは書店には売っていません。もし、ビックイシューが書店に売られていれば、

他の有名な雑誌にうもれてしまい人の目にはつかないと思います。しかし、ビックイシューは自らアピール

し、売ることができます。人通りの多い場所で売ればその効果は大きくなります。さらに、表紙を有名人

にしたり、多くのメディアに取り上げてもらうなど少しずつビックイシューの知名度は上がりました。

　現在のビックイシューは大成功しているわけではありません。なんとか成り立っているという状況です。

しかし今、ビックイシューがなくなれば多くのホームレスの人が苦しむ事になります。

　日本にホームレスを救う事ができるビジネスはビックイシューしかないことは問題だと思います。ビック

イシュー以外にホームレスの人が働ける環境を作っていくことが、これからの日本にとって大切な事だと

思います。

優秀賞優秀賞 「バンクーバーの朝日」

情報文化学部　現代社会学科
2年　森岡　隼

　本書は、二十世紀初頭にカナダで暮らす日系移民が差別や過酷な労働に耐えながら野球チームを結成

し、現地のリーグ戦で優勝する話です。

　僕がこの本を選んだ理由は、フジテレビの「奇跡体験！アンビリーバボー」でバンクーバー朝日の放送回

が記憶にあったため、本書を借りて選んだ次第です。

　まず印象に残ったことは、差別のことです。主人公たちは、現地人と同じ教育を受けて、英語も分かる

のに、いい仕事には就けず、給料は白人の半分ということに驚きました。しかも州政府も日本人に不利な

法案を作るなど、行政も差別に参加していたことにとても驚きました。しかし今の日本と似ているのでは

ないかと思いました。今の日本は豊かになり、受け入れる側にいますが、外国人労働者問題をよく耳に     

すると思います。低賃金やパワハラなど一世紀前のカナダと似ていると思いました。ただ、僕も日本が多く

の移民や難民を受け入れることは反対です。だから本書の差別も少し理解できました。

　次に印象に残ったのはチーム初得点の時です。それまで朝日軍は零点に抑えられ、連戦連敗でした。      

敵の外野手はボールが飛んでこないため、寝転んだりしていたそうです。内野手はヤジをとばしたりして  

いたそうです。主人公が打席に立った時に、デットボール気味のボールがたまたまバットにあたり、舐めた

図書館の「OPAC [ My Library ]」知ってる？

図書館の「集密書庫」知ってる？

図書館の「図書購入希望申込カード」知ってる？

集密書庫に保管・配架されている資料は、すべて閲覧・複写
が可能です。ぜひ学習等にお役立てください。

新聞のバックナンバー(主な新聞は３年間分)を保管、
1985年～の製本洋雑誌が配架されています。

集密書庫1

集密書庫2

1997年～の製本和雑誌、他大学の研究紀要、 
禁帯出の洋書などが配架されています。 集密書庫2

本学の学部生・院生は、本をリクエストすることができます。
「図書購入希望申込カード」に必要事項を記入して、           
カウンターまでお持ちください。

◎ 希望申込対象について
　 教養を身に付けるため、 学習等に必要な図書とします。

◎ 購入について
　 図書館長から購入許可が出た図書のみ購入が可能です。

◎ 希望申込冊数について(目安)
　 学部生 ： 年間1人10冊内
　 院　生 ： 年間1人15冊内

図書館の蔵書検索ができるOPAC に、「My Library」という
機能があります。本学の学部生・院生・教職員が利用できる
機能で、 以下のようなサービスを行っています。

2015年度に申し込みされた希望図書

• 自分がいま借りている図書の冊数、書名
• 自分がいま借りている図書の返却期日
• 貸出中の本の予約

広島国際学院大学図書館OPAC（https://www-lib.hkg.ac.jp/）
にアクセスし、 右上にある「My Library Login」をクリック。
利用者IDとパスワードを入力して、 お使いください。
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　　  学生さんと協力 ！

　 ふきだしカメラ　－ 図書館バージョン －

2015年11月、 「ふきだしカメラ － 図書館バージョン －」を設置し
ました。図書館がふきだしカメラを制作しているゼミナールに依頼
し、実現しました。テレビの上部に取り付けられたカメラに顔を向
けると、顔のまわりに「ふきだし」が出てきます。ふきだしの中身
は 大学や図書館あるあるネタ、本に関する内容になっています。 

ふきだしカメラを通して、より      
大学のことを知ってもらい、本に  
興味をもってもらえたらと思い
ます。

ふきだしの中身は、
定國ゼミの学生さんと
アイデアを出し合い
一緒に考えました。

古本市の収益金の
使い道について

・ パンジーを植えました。
  (学内の花壇用)
・ スタンプラリーの景品
  と漫画を購入し、寄贈
  しました。

えらべる
２カラー

◎ 読書記録通帳とは ？
 ・ 貸出日や本のタイトルなど、 貸出履歴が記載されます。
 ・ 自分が今までどんな本を読んできたのか、
    振り返ることができます。
 ・ 年に1回、 更新することができます。

図書館 3つのアプローチ

図書館サービスの向上を図るため、関係機関と協力•連携しながら、さまざまな取り組みを行っています。

2015年度では、3つのアプローチ (取り組み )をご紹介します。

態度の内野手では捕球に間に合わず出塁しました。その後、盗塁したら捕手が悪送球、そのままホーム

ベースを踏み、初めてスコアボードに一点を書き込みました。スコアボードの管理員は慌ててボードを     

取り換えたと書いてあり、どれだけ朝日軍が舐められていたか分かりました。しかし、そのバントで相手

に身軽さがあまりないことが分かり、その弱点を突いていく野球をして勝ち点を重ねていき、白人からも

尊敬されリーグ優勝しました。ハッピーエンドかと思ったのですが、太平洋戦争が起き、バンクーバー     

朝日は解体、強制収容所送りという、もやもやした気持ちで読み終わりました。日系移民の苦労と努力     

などを理解した上で、今の日本の外国人問題について考えなければならないと思いました。

面白かった本　：格安エアラインで世界一周

情報文化学部　現代社会学科
2年　外園　真大

　私が面白いと感じた本は、下川裕治氏が書いた「格安エアラインで世界一周」という本です。何が面白

かったかというと、最近はやっているLCCを使ってギリシャやアメリカなど、様々な国を訪れて現地の   

様子を描いているところです。それ以外にも下川さんと同行していた阿部さんというカメラマンがいます。

下川さんが「いいのか？」と問いかけたとき阿部さんは奥さんと子供がいるのですが、「いいです。」という

返事をします。そこで下川さんとの旅はすごく面白いものだと感じました。だからこそ、阿部さんが毎回

ついていくのだと確信しました。

　今回、この本を読書感想文として選んだ理由は、去年、私が船を使って、下川さんと同じように世界一周

の旅に出たからです。少し違うところは、同行者がいないところだけです。世界一周の旅のやり方は様々な

ものがあって、私は船を使った旅だったので、違う視点で見る世界一周を知りたくなってこの本を選び         

ました。実際読んでみると、知っている国もあれば知らない国もあって、そんな空港があったのだと感じる

こともしばしばありました。私も同じように、知っている国もあれば知らない国にも訪れる旅をしました。

旅ならではのハプニングもたくさんあって、共感できる場面も少なくありませんでした。船も飛行機も     

乗り物は違っても、旅になると紙一重の存在だと思いました。

　そして、やはり驚くべきことは値段でした。船だと100万円近くかかったのに対し、下川さんの格安航空

券の旅は21万円と5倍近い差が出ていました。いかにLCCが安い値段で運行しているのかがはっきり分か

りました。その反面、サービスはそうでもないだろうと考えていたら、意外にもサービスの質が高いと書

いてあったので驚きました。格安航空も侮れないと思いました。実際にそのサービスを受けてみたいです。

　飛行機にはあまり興味がありませんでしたが、今回この本を読んでみて、LCCを使った旅をしてみたいと

思いました。そして、旅の面白さを再認識することもこの本でできました。いつか下川さんのような旅を

したいです。

佳作佳作

　　  図書館オリジナル !

　 読書記録通帳
2016年1月、読書推進の一環として「読書記録通帳」
の発行をはじめました。
本を読んで、  知識という利子を付けてみませんか？
申し込みはカウンターにて受け付けています。

　　  大学祭に参加 ！

　 古本市&クイズラリー

2015年10月、古本市の開催は今年で
3年目となりました。今年は天候に恵ま
れ、たくさんの来場者でにぎわいまし
た。来場者から「今年も楽しみにして
いました。」との声を聞き、少しずつ周
知されているようで嬉しくなりました。
古本市では絵本、小説、漫画、実用
書、専門書、雑誌バックナンバー、  
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、図書館内では  
図書館と本を楽しんでもらうため、   
クイズラリーを行いました。
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。
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現代社会学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

現代社会学科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

井口 雄貴

藤田 美穂

松井 高志郎

北條 愛実

永井 雅紘

内藤 泰雅

中田 涼介

吉原 由夏

船田 あかり

西原 大樹

古川 雄也

米田 彩香

高橋 龍賢

檀上 礼都

玉谷 嘉希

順位 学科 名前 貸出冊数 順位 学科 名前 貸出冊数

1

2

3

4

4

現代社会学科

現代社会学科

現代社会学科

生産工学科

生産工学科

山根 隆磨

下田 健太

石田 雄暉

林 長貴

中妻 健太

502

239

122

114

114

期間：平成 27年 4月 1日～平成 27年 12月 25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

本館 下記の学生 2 0 名に決定しました。

一般図書部門 娯楽図書部門

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。

図書館優秀利用者表彰

180

135

118

105

103

88(102)

99

78(97)

86

80(81.5)

79

75

72(74)

72

68(69)

短大分館 下記の学生 5 名に決定しました。

80

55

53

43

32

牧野 広一

坂原 慶明

自動車工業科

自動車工業科

4

5

花岡 清志郎

高沖 一樹

嶋﨑 友里

自動車工業科

専攻科(整備工学専攻)

自動車工業科

1

2

3

順位 学科 名前 貸出冊数 順位 学科 名前 貸出冊数

期間：平成 27年 4月 1日～平成 27年 12月 25日

※平成 28年１月 25( 月 ) に表彰式を行いました
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　今では必要な情報のほとんどが瞬時に入手できる便利な時代になりました。 しかし、それは検索した結果
のみ提供される、 ピンポイントの情報でしかありません。 確かに「答え」ではありますが、それを安易に信じ
てしまうことは一抹の危うさを含んだ行動だと思います。 事実、 皆さんもそういった経験はあるでしょう。
　さて、「カーナビ症候群」ということばを知っているでしょうか。 カーナビは目的地を入力すれば道案内   
してくれ、 知らない場所へでも連れて行ってくれる便利なアイテムです。 その「答え」は正しいのですが、   
地図を見ながら目的地へ行く場合と比べてみてください。 地図だと、 川や橋、周辺の目標物などを確認しな
がら走り、標識があれば確認して安心し、そして何より重要なことは自分の現在地と進んでいる方角を常に
把握しているということです。 結果、地図を使って行った場合、帰り道は地図がなくても帰れます。 それは   
記憶しているからです。
　どんなに便利な道具が現れようと、本という紙に書かれた文字や図表から得る情報や知識は自分を見失う
ことなく、周辺情報やそこへたどり着く景色も総合して得ることができ、記憶に残すことができるという    
ことです。 本は決して時代遅れの遺産ではありません。
　私はインターネット時代の恩恵を受けながら、やはり本という情報源も大切にしています。 本から疎遠に
なっているであろう若者に対し、今日私が勧めるのは「新書」です。 これは手帳より少し大きいサイズで厚さ
は１ｃｍほどの物がほとんどです。 一般大衆向けですから、専門的な内容でも平易な文章で予備知識がなく
ても理解できる内容で書かれています。 また、世の中のあらゆる分野にわたって書かれた新書がたくさん   
出版されていて、 幅広い知識を得ることができるアイテムです。
　私自身のことで恐縮ですが、私は時々書店の新書コーナーで棚を眺め、興味ある新書を５冊ほど買って    
帰ります。 そしてそれを１冊ずつ最後まで読んで行くのではなく、 その日、その時の気分によって他の本を
読むことにしています。 そうすると、 全く関係ない分野の本であっても、同じことに別の著者が別の切り口
から語っていることに出くわすことも少なくありません。 これが地図で行く時の景色や風景ではないでしょ
うか。 同じ山や川も違う角度から見ながら行くことも大切で、カーナビのピンポイント案内では知り得ない
周辺知識だと思いますし、寄り道できれいな風景やおいしいコーヒーが飲める喫茶店に出くわすような可能
性もあります。
　学生の皆さんには図書館という便利な施設が用意されています。 私の読み方を勧めるわけではありま   
せんが、図書館で複数の本を借り、目に触れる場所へ置き、気分次第で読んで行けば、必ずどこかで役に立つ
知識を得ることになります。 読書から遠ざかっている人は、まず図書館の「新書」コーナーへ行き、興味ある
タイトルの本を手に取ってください。 モニターやディスプレイにはない本の魅力を知ってください。

巻頭言

学長　李木 経孝
－新書のススメ－

スマホですか、本ですか？
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