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　今年度も「図書館だより」を発行する時期となりました。 私が学長に就任してからこの場で「スマホですか、
本ですか？」と問いかけたり、「新書のススメ」と題してとりあえず本を手にすることを勧めたりしてきまし
たが、 まずは大学の図書館へ足を運んでほしいという思いを学生の皆さんに伝えるつもりで書きました。
　言うまでもなく、本は紙媒体による情報です。 人間は知識や情報を伝える手段を探し求め、 文字を考え、 
紙を発明し、印刷技術も開発してきました。 せっかくの発見や発明も、 後世に伝えないと文明が発展できな
いばかりか存在すら危うい時代において、 継承して行く手段を得たことの意味は非常に大きなことでした。 
人間が知識や技術を後世に伝えるため、古代から紙と文字を使ってきた結果を、今の時代に生きる皆さんが
享受しているのです。
　ところで、皆さんが生きてきた時代は情報技術（ICT）の急速な普及とともに電子媒体が発展してきた時代
です。 それまでの本と比べ、 場所を取らない、 コピーや加工また転送が簡単、 キーワード検索が可能、 など
革命的とも言える利便性は世界中で認められています。 そういった急速に変化する時代を生きてきた皆さん
は、 紙に印刷された本はもう古い情報だという先入観を持ってはいないでしょうか。  本を読まずして、 ネッ
ト検索でヒットしたピンポイントの情報だけを得ることで用が足り、更には検索の巧拙が知識だと勘違いし
てはいないでしょうか。
　さらに、私たちの周辺では史上 4回目の産業革命が起ころうとしています。 それは人工知能（A I）によるシ
ステム化であり、人工知能が自ら学習して判断し、進化し続けるというものです。 これは皆さんが生きて行く
時代に必ず「普通の技術」として一般化します。  既に A I は将棋や囲碁で人間に勝つようになりましたし、  
もうすぐ自動車も人間が運転せず、 運転操作をするのはA Iになるでしょう。 確かに、これは電子媒体がなけ
れば生まれなかった技術で、今後はまるで電子媒体でなければ情報ではないという錯覚に陥りがちな時代に
向かっています。
　しかし、大切なことは我々は人間であり、 感情を持って生きているということではないでしょうか。 人そ
れぞれ、 好みや興味の対象が違い、 個性ある生き物です。  いくら産業革命が進んでも、人間性を大切にする
ことを忘れないようにし、 主体性を持ち続け、 無感情で無表情なA I を操作するのは感情的で表情豊かな人
間だということを忘れてはいけないでしょう。
　昨年、 広島国際学院大学が創立５０周年を迎え、 同時に図書館も創立５０周年を迎えています。  さらに、
本大学の図書館は十分な蔵書を備えた立派な施設であり、地域の人たちにも開放し利用されています。  皆さ
んが生きてきた時代を振り返ると、  電子媒体がいかにも万能であるかのような錯覚に陥るのは仕方ないと
思いますが、 今後も紙媒体による情報の価値が不変であることは間違いないことです。

巻頭言

学長　李木 経孝

読むのは紙ですか？ モニターですか？
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LIBRARY NEWS

図書館では利用者のニーズに応え、興味や関心を高めるため、企画展示や資料の充実を図っています。
今年度のホットなニュースをお届けします。

大学の沿革や過去の記念式典のパネル、 
大学年史と西本五郎先生の著書、昭和
42年から平成28年までのベストセラーを
展示しました。

NEWS  1 広島国際学院大学創立 50周年記念展示

1F 展示コーナー

2017年4月、 広島国際学院大学は創立50周年を迎えました。 それを記念し、 図書館では1F展示コーナーや入口展示コーナー
に記念展示を行っています。 これを機に、 大学の歴史を振り返ってみてください。

開催期間   4/26 ～ 2018 年 3月末まで

展示期間   4/26 ～ 11/2

大学の全景写真や記念品などを展示
しました。

入口展示コーナー

展示期間   4/26 ～ 11/2

「大学創立50周年記念行事」のパネル、本学院創立者・鶴虎太郎氏の伝記
「愛の教育者 鶴虎太郎」などを追加し、 展示しています。

展示期間   11/14 ～ 2018 年 3月末まで
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NEWS  2 電子ブックが新しく加わりました

昨年度、 購読しましたFoundations reading library Level 1～Level 3に、 同じシリーズのLevel 4～Level 7が新たに加わり
ました。 また、 「日本語能力試験対策」や「しごとの日本語」、 「マンガで学ぶ日本語会話術」など、 留学生向けの電子ブックを購
読しています。
電子ブックは、 個人アカウントを登録すれば自宅で使用でき、 プリントアウトも可能なので、 課題や資格取得のためにたいへん便

！ いさだく用活ご 、ひぜ 。すで利

電子ブックに
アクセスできます。▶

学外アクセス方法を
紹介しています。▶

図書館だより53号でも
電子ブックについて紹
介しています。▶

Foundations reading library

Foundations reading library Level 1～
Level 7 までを閲覧することができます。

日本語関連図書 その他

・ しごとの日本語 <電話応対基礎編>
・ しごとの日本語 <メールの書き方編>
・ マンガで学ぶ日本語会話術
・ マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100 など

日本語能力試験対策

！ めすすおがらかドーコRQはにスセクア

日本語能力試験対策N1、N2シリーズを閲
覧することができます。

Page Turners

Page Turners Headwords Level 3～
Level 6 までを閲覧することができます。
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星座等に関する本の展示プラネタリウム

古本市の様子

短期アクセス貸し出しとは ？

一定の期間だけ利用アクセス数を増やすことが
できる通年特典のサービスです。
※通常、 同時アクセス数は1アクセスです。

！ 料無でま間日41計内度年×スセクア05大最日1
年度内4回まで分割利用ができます。

⇒ 短期アクセス貸し出し希望の方は図書館まで

社会学演習 Ⅰ のほかに…

・ コミュニケーションⅣの講義で、 吉本先生の
指導のもと、ディベートの資料収集に利用しま
した。 (11/17)
・ 現代社会学科 4年生が卒業論文を書くため
に使用しました。
（12/18 ～ 12/22、 2018年1/9 ～ 1/15）

◀ 聞蔵 Ⅱ ビジュアルに
アクセスできます。

NEWS  3

NEWS  4

聞蔵 Ⅱ ビジュアルの利用について

Ⅰ 習演学会社の生年3 科学会社代現 部学化文報情 、日31月4
で、 「聞蔵 Ⅱ ビジュアル」の利用方法について学ぶ講義が行わ
れました。 短期アクセス貸し出しを利用して、 40名ほどの学生
が受講しました。 伊藤先生の指導のもと、 ログインやログアウト

知「 、」AREA「 、」日朝刊週「 、かほの事記の聞新日朝 、法方の
恵蔵」などが検索でき、切抜きイメージを画像(PDF)で見る事
ができるため、スマートフォンより記事をたくさん集める事がで
きる、 との説明がありました。

10月14日、 イルミネーション研究部の企画により、 プラネタリウムを開催しました。 30分ごとに夏、 秋、 冬の星空が天井や壁に
映し出されました。 会場の近くには、 星座や星空に関する図書を展示しました。 
また、 10月15日、 図書館前で古本市を開催しました。 古本市では、 利用者からお譲りいただいた古本を中心に販売しました。 商
品を購入していただいた方には、 ドリンクとお菓子のサービスを行いました。 収益金については、 図書館サービス充実の一助とさ
せていただきます。 
古本市は今年で、 節目の5年目を迎えました。 来場者から「毎年、 古本市が楽しみで来ています。」とお話を聞き、 これまで開催で
きたことに感謝を申し上げます。

プラネタリウム&古本市 開催期間   10/14･10/15
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障害に関する本の展示

DRIFTに関する本の展示企画展示のポスター

森の工房AMAで販売している商品や活動展示

ハロウィン

クリスマス

Hiroshima Active Library 協働事業として、 広島市域図書館(公共15館、 大学17館)が「障害の理解」というテーマで協働    
イベントを行いました。 本学図書館では、 1F展示コーナーに「障害について考えよう」と題して本の展示と、 広島市安芸区矢野
にある障害者福祉サービス事業所「森の工房AMA」で販売している商品の紹介や活動展示を行いました。  来年度も協働でイベ
ントを行う予定です。

・・・　Hiroshima Active Library 協働事業のロゴマーク

【 大学 】図書館イルミ
ネーション
イルミネーション研究部による
企画として、ハロウィンやクリス
マスのシーズンにあわせて、 
出入り口や2階へ通じる階段
などにイルミネーションを設置
しました。

【 短大 】DRIFT
～ ドリフトの魅力を知る ～ 特集～

学生サポーターによる企画展
トフリド ～ TFIRD「 、てしと示

の魅力を知る～」をテーマに、 
図書や雑誌、 視聴覚資料の紹
介をしました。

「？」 ♡ 図書館

前号では学生と共同での取り組みをご紹介しました。今号では広島市域図書館や学生と協働で取り組みを
行いましたのでご紹介します。

2017 Hiroshima Active Library 協働事業 開催期間  11/17～12/22
広島市域図書館

with
広島市域図書館

with
学  生
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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います。

平成２９年度は図書館懸賞作品コンクールに４作品の応募があり、１０月１１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 】
・情報デザイン学科４年　鹿島勇樹さん 「私の想像力を刺激してくれた本」
【 優秀賞 】
・現代社会学科３年　　　ダンティフェンさん　「私と図書館」
・現代社会学専攻Ｍ２年　一藤浩隆さん 「「アウトサイダーズ　ラベリング理論とはなにか」を読んで」
【 佳　作 】
・情報デザイン学科４年　野崎寛人さん 「キン肉マン2世を読んでの感想」

また、１１月８日に図書館懸賞作品コンクール表彰式を行いました。表彰式では、受賞者に賞状および賞品
が授与されました。表彰式後、受賞者と審査委員の関係者による対談がありました。対談では、「作品が
できるまでにどのくらいの時間がかかったのか」、「普段はどんな本を読んでいるか」などの意見交換があ
りました。受賞者同士でも意見交換する場面があり、充実した時間となりました。

尚、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３０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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私の想像力を刺激してくれた本

情報文化学部　情報デザイン学科
4年　鹿島　勇樹

　私が広島国際学院大学に入学し、英語の授業で「多読」という課題が出ました。多読というのは、内容が全て

英語で書かれている小冊子のような本を読み、パソコンでその内容についての問題を解くという課題でした。そ

の時、私は多くの英冊子を読みました。授業内で読む機会もありましたが、それだけでは課題は達成できません

でした。そのこともあり、私は最初、渋々図書館で英冊子を借りて家で読んでいました。渋々というのも、私は

英語がとても苦手で、一冊読むのに多くの時間を費やしてしまうからです。私の好きな美術的な本を借りように

も時間が取れず、英冊子だけで終わってしまうことが多々ありました。しかし、読んでいくにつれ、英冊子の独特

のストーリーにのめり込むようになりました。はじめは簡単で文字数の少ない本ばかりでしたが、ストーリーが気に

なるシリーズは文字数の多い冊子を少しずつ読んでいきました。わからない単語が出れば辞書やネットで調べ、

文章を解読していきました。それは、まるでパズルや謎解きをしているような感覚で、解き明かせば解き明かすほ

どストーリーが紡がれていく、ちょっとしたゲームのような感じでした。その時、私はとても楽しく本に夢中になっ

ていました。「続きはどうなるのか？」「これはさっきの文につながっているのか！」と、小説を読んでいる時の 

ワクワクに引けを取らない楽しさがそこにはありました。ある時から、文章を読むのが苦にはならなくなりました。

わからない単語が減ったというのもあるのだと思います。しかし、それ以上に文章の読み方を理解したのだと思い

ます。英語の授業で習っていて大体は読めても、どうしてもちぐはぐな日本語になり、重要なところが抜け落ちる

ことが多かった私にとって、これらの英冊子はとても勉強になり、そして、ストーリーを想像するという刺激を与

えてくれました。英冊子を読んでいる時、私は登場人物の気持ちや行動原理を考え、それから次の文章を予測

し、解読するという方法で読んでいました。私はこの読み方を前々からしていたのかもしれません。しかし、そこ

に何かしらの意味を見出すことなく「こんな感じかな？」と言った程度で読み続け、文章内にある解答を見るの

が当たり前でした。しかし、そこに触れない本もたくさんありました。それらを読んだ時、私は「あそこの意味は

何だったのだろうか？」と疑問に思うだけにとどまっていました。ですが、想像するという刺激を英冊子から受け

た今では、考察するようになりました。「この時、何を思っている？」「この時、裏では何が起きていた？」と考え

るようになりました。それは、私の本に対する姿勢を大きく変えるものでした。最初は、本当に「読みにくい課題

の本」というイメージしかなかった英冊子から、私は本を読む上での楽しみ方を学びました。

　私はこれらの英冊子と出会えてよかったと考えています。これからもこの教訓を活かし、いろいろな本を考察し

ながら読んでいきたいと思っています。

efil ruoy rof nuR ： 名　書 7918785041879 ： NBSI 
rellaW nehpetS ： 者　著 73P ¦¦ 738 ： 号番求請

。すまいてし架配にーナーコ本読多語英のF1noitacudE nosraeP ： 社版出
年8002 ： 年版出

最優秀賞最優秀賞
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ダンティフェン

優秀賞優秀賞 私と図書館

情報文化学部　現代社会学科
3年　

　私はベトナムに居た時、テレビで日本のことをよく観ていた。日本は技術が進んでいて大変綺麗な国だとい

うイメージを持っていた。 その時から私は「日本に留学が出来れば良いな」とずっと頭の中で考えていた。 高校を

卒業してからやっと、 日本に留学できることになり、 嬉しくてたまらなかった。 日本に来た日は、 丁度、 広島の桜が

満開だった。 初めて自分の目で桜の景色を観て、 とても信じられないぐらい綺麗だった。 私は思わず「綺麗だ、 天

国だ」と言ってしまった。 でも、 それは日本語ではなくベトナム語で言ったので、 そこに居た人達は皆、 一瞬、 私の

方を見た。 それが私にはとても恥ずかしかった。

　しかし、 時間が経つのは早い。 あっという間に、 日本に来て、もう4年になった。 初めて両親と離れて、 海外で生

活をして寂しいことも辛いこともあったが、 そんな状況に負けない様に前に進んで来た。 日本に来たばかりの頃は、 

すべてのことが私にとって目新しかったが、 周りには知人や友人が居なくて寂しい思いをした。 また、 新しい環境な

ので、 勉強もとてもハードルが高くて、私は図書館に通い始めた。 ベトナムではほとんど図書館に行ったことが   

なかったのに、  よく利用するようになった。

　図書館では授業で学べない事や自分の知らない事を勉強する事が出来る。図書館には様々な分野の本がある

ので、 自分の目的に合わせてその中から本を選んで読めば、 ますます自分の知識を深める事が出来る。 例えば、 

地理学の本は世界中の名所旧跡について見聞を広める事が出来る。「地誌学研究」という本を読むとアメリカや

フランスやオーストラリアなどの国のことがよく理解出来ると思った。 地球誕生から始まり、 歴史から文化、経済、

社会、 そして国や地域における自然にまで及ぶ全体としての特性が把握できる。 文学においては、作品を通じて、

ベトナムと他国の文化を比較研究したり、長い歴史から生まれた伝説やことわざなども研究する事が可能だ。   

歴史の本は私達に各国の過去から現在までの事を詳しく教えてくれる。 そして、図書館には就職図書や資格図書

や選定図書などたくさん置いてある。 特に、 留学生の為に日本語能力試験の本もたくさん置いてある。

　私は空きコマや時間が空いている時、いつも図書館に行っている。私は図書館にいる時、いつもリラックス出来

る。私にどんな事があっても図書館がいつも私のそばにある。いつから私は図書館と友達になっているか分からな

いが、図書館のおかげで、私の大好きな母国ベトナム以外にも今、留学している日本やさらに世界中の事もよく

分かってきた。図書館に「どうもありがとうございます、感謝しています」と言いたい。図書館は私の生活の一部

だ 。

　最近、インターネットが普及しているので、どこでも本を読む事が出来るが、図書館に行けばさらに多く本と出

会いがあり、もっと知識を深める事が出来る。そのためにも、私は留学生の皆さんはもっと図書館を利用した

方が良いと思う。

書　名 ： 地誌学研究 ISBN ： 4470490253
著　者 ： 長谷川典夫 請求番号 ： 290 ¦¦ H36
出版社 ： 大明堂 中2Fの一般図書に配架しています。
出版年 ： 1994年
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「アウトサイダーズ ラベリング理論とはなにか」を読んで

現代社会学研究科　現代社会学専攻
M 2年　一藤　浩隆

　多様で複雑な世界には善も悪もなく、ただ人の営みしか存在しない。悪が生まれるのは、悪が実

際にあるからではなく、何が悪であるか決められ、それが悪であるというラベルを貼り付けられるから

であり、悪のラベルを貼り付けられたものが、与えられた悪という役割を受け入れて悪が生まれるの

だ、というラベリング理論。

　そのラベリング理論を提唱した本として有名で、それだけでもおもしろい本書だが、このたび読ん

で興味深かったのはジャズミュージシャンの調査を通じて、芸術を生業とすることのジレンマがとても

生々しく描かれていることだった。

　ジャズミュージシャンは違いの分かる仲間内の評価が高まることが一番の名誉であるが、生活して

行くには善し悪しの分からない素人の観客の評価を得て収入を得なければならない。よいジャズとし

て評価される演奏をする人は押し並べて食べていけない。お金の稼げる演奏をする人は素人に媚びた

と軽蔑される。ミュージシャンはみな、この間を悩みながら事情によって行ったり来たりしている。家

族が出来たりすると、なお悩ましい。

　著者のベッカーは社会学者でもあると同時に、プロのジャズピアニストでもあり、一時期ジャズで生

活しながらジャズミュージシャンを調査していた。身内でもあるからこそ彼らの心をより鮮やかに描け

たのだろうと思う。

　このようなジレンマは音楽であろうと、演劇であろうと、3Ｄのモデラ―だって、何かを表現して対

価を得ている人たちに共通に見られるジレンマである。みな思う存分、満足出来るだけ直して最高の

ものを作りたい。しかし、仕事には予算があってスケジュールがある。そこをどのように折り合いをつ

けて完成とするかが現実の仕事である。

　このことは決して芸術に携わる人たちだけのジレンマではない。こと仕事と呼ばれるものすべてに

関わる人にとってのジレンマである。満足な最高の結果を残すことだけでも、与えられたことをこなす

だけでも仕事にはならない。仕事には相手がいて、それを仕事として認められてこそ、仕事と言える。

　いい仕事というのは誰とも関係せずにただ存在するのではなく、人と人との関係の中で生まれる。

何事も他人なくしてはあり得ないし、人は一人では何者でもあり得ない。そこがこの著者の根にある

ものであり、このことが本書を社会学たらしめているように思う。

書　名 ： アウトサイダーズ : ラベリング理論とはなにか　  ISBN ： 4787793195
著　者 ： ハワード S. ベッカー著、 村上直之訳 　請求番号 ： 368 ¦¦ B31
出版社 ：  新泉社 1Fの一般図書に配架しています。
出版年 ： 1993年

優秀賞優秀賞
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キン肉マン2世を読んでの感想

　まず、私はキン肉マンという存在を10年ほど前に放送されていたアニメから知りました。ギャグや

戦闘シーンはなかなか面白く、図書館で見かけたときは原作も全部読んでみようと思いました。原作

はアニメとは少し雰囲気が違い、グロテスクなシーンや下品な表現が多かったのに驚きました。前作

の「キン肉マン」は少年誌に掲載していたのですが、今作は青年誌に掲載されていたからです。しかし、

主人公のキン肉万太郎は、いつも馬鹿をやったり、試合前に逃げ出したりするのですが、最後は友情

の為、守りたい人の為に、リングへ上がり、苦戦しながらも悪を倒していくところは相変わらずで、

読んでいてとても面白いと思いました。そんな作品の中で印象に残ったところを話していきたいと思い

ます。

　1つ目は万太郎が初めてオリジナルの必殺技を使い、強敵を倒したところです。それまで万太郎は、

父親である前作の主人公キン肉スグルの必殺技を見よう見まねで使い戦ってきていたので、オリジナ

ルの必殺技を開発して敵を一撃で倒したときは衝撃的でした。

　2つ目はスカーフェイスというキャラクターの登場です。彼は敵なのですが格闘能力がとてつもなく、

見た目もいかにも強敵といった感じで万太郎の必殺技であったキン肉バスターを軽々と破り、さらに、

キン肉バスターよりも強力なアルティメットスカーバスターを披露し、万太郎を瀕死寸前まで追い込み

ました。ですが、試合中に古傷が開いてしまったことと、万太郎の新必殺技の完成で敗北しました。

後に再登場した時は、一時的に味方として戦うのですが、相手が強すぎたため、善戦したのですが

敗れてしまいました。彼はこの作品に出てくる多くのキャラクターの中でも、かなり存在感があったの

で、もう少し活躍の場面が欲しかったです。

　3つ目は主人公の万太郎がトーナメント決勝戦で敗北するところです。この時の対戦相手は前作で

キン肉スグルの仲間ロビンマスクの息子ケビンマスクでした。かつてキン肉スグルとロビンマスクは息

子たちと同じように大会の決勝戦で戦い、その時はキン肉スグルが逆転勝ちし、優勝しています。そ

の後、キン肉スグルとロビンマスクが戦うことはなかったのですが、世代を超えて息子たちが決勝戦

で戦うことになりました。前半戦は技と技のぶつかり合いでお互い一歩も譲らない状況でした。しかし、

後半戦で万太郎は長い試合で弱ってきたケビンマスクを見て、勝負を焦り、セコンドの合図を無視し

て必殺技をかけてしまいます。しかし、ケビンマスクは万太郎が必殺技を出してくるのをずっと待って

おり、逆にＯＬＡＰという極め技で万太郎の両腕を砕き、 ダメ押しで必殺技を決め、 逆転勝ちしました。

佳作佳作佳作

情報文化学部　情報デザイン学科
4年　野崎　寛人
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今年度の
ポスターはこちら ！

私はやはり、あそこで焦らず指示を待てば勝てたかもしれなかったあの場面は少し残念でしたが、   

とてもいい名勝負だったと思います。

　4つ目は前作の強敵アシュラマンが物語の終盤で復活し、敵として再登場したことです。アシュラマ

ンとは前作で悪魔超人という組織で上位の敵として登場し、キン肉スグルたちと戦いました。彼は六

本の腕と特徴的な笑い声、強力な技を持ち、悪役ですが人気の高いキャラクターです。今作は前作

の最後から40年ほど経っているので、普通なら歳をとって、とても戦える年齢ではないはずなのです

が、ある人物からの特殊な力で若返り、知識は60年分、体は全盛期という強力な敵として万太郎た

ちの前に立ちふさがりました。私は新しい敵を登場させるのではなく、あえて過去の敵をパワーアップ

して登場させてきたことにはかなり驚きました。

　5つ目はアシュラマンを倒すために万太郎が仲間たちと4人で試合までの10日間、猛特訓するところ

です。3人の仲間は万太郎とは同期で共に戦っていたのですが、敵が強いため、ほぼ負け試合であま

りいい結果も残せず、作品の中での存在感も薄くなっていました。しかし、万太郎に試合で勝ってもら

うためにお互いボロボロになりながらも特訓を続ける彼らを見て、万太郎と彼らは深い友情で繋がっ

ているんだと思いました。

　以上が私が「キン肉マン2世」という作品の中でも印象に残ったところです。この作品は、基本、格

闘ものなのですが、ときに友情や仲間の大切さなどを教えてくれる作品だと私は思います。

書　名 ： キン肉マン2世 ISBN ： 4088573668
著　者 ： ゆでたまご 請求番号 ： 726 ¦¦ Y ¦¦ 1～29
出版社 ： 集英社 2Fのマンガコーナーに配架しています。
出版年 ： 1998年
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食農バイオ・リサイクル学科

現代社会学科

院工学研究科

情報デザイン学科

生産工学科

生産工学科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

生産工学科

食農バイオ・リサイクル学科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

12

13

松井 高志郎

桑田 智哉

井堰 絵里佳

下前 雄亮

西崎 広将

竹上 優也

西岡 舞

出口 綾華

濱尾 太樹

永井 雅紘

ホサイン トファザル

流田 安由美

松原 沙季

順位 学科 名前 貸出冊数

順位 学科 名前 貸出冊数

順位 学科 名前 貸出冊数

1

2

3

4

生産工学科

生産工学科

生産工学科

食農バイオ・リサイクル学科

生産工学科

齋原 仁

大江 勇生

小田原 岬

松井 高之介

大辻 諒

275

244

195

121

108

統計期間：平成 29年 4月 1日～平成 29年 12月 27日

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

297

210

167

148

128

120

107

103

87

84

84

77

74

短大分館 下記の学生 3 名に決定しました。

96

40

27

津々野 拓弥

花岡 清志郎

田増 志

専攻科

専攻科

自動車工業科

1

2

3

統計期間：平成 29年 4月 1日～平成 29年 12月 27日

＼＼ 平成 30年1月23日( 火 )、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

図書館HP http://office.hkg.ac.jp/̃toshokan/ 
QRコードからでもアクセスできます。▶

広島国際学院大学 図書館 検索

5

おめでとうございます




