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割合

49.1%

11.8%

18.7%

19.1%

１日の読書時間

0分

30分未満

30分以上60分未満

60分以上

　昔から学生は皆、 忙しいと感じて毎日を過ごしています。 私もそうでした。 ただ私が学生生活
で良かったと思うことは、忙しい中でも、学生の時にしかできないことを沢山挑戦したことです。 
これらのことが今の自分を作り上げている一部になっています。 その中でも多くの本に触れるこ
とができたことにはとても感謝しています。
　２０１６年のＨＵＦＦＰＯＳＴ(ＵＳ版 )では、 「紙の書籍、携帯電話、タブレット端末、電子書
籍、 ノートパソコン」の中でどの媒体を好むかをアメリカ、 日本、 ドイツ、スロバキアの３００以
上の大学の学生を対象に調査した結果が掲載されました。 その結果はなんと９２％の学生が、
しっかりとした読書をする場合には紙の書籍がいいと回答しています。 その理由としては、
★電子書籍よりも、 どれくらい読み進めたかがわかりやすいので満足感を得やすい
★電子書籍だと、 学生たちは注意力散漫になり、 ほかのことに気をとられてしまう
★電子書籍になっても、 防水仕様ではない
などといったものがあげられました。

　そこで本大学のキャンパスの中央部分にある図書館を是非活用していただきたいのです。 紙の
書籍が良いと感じている学生は多いはずです。 そして読書は頭の栄養素です。 あまり読書をしな
いと、頭が空腹状態のようになりませんか？新しい考え方や知識を得ることは本来充実するもの
で、 素晴らしい文化活動でもあります。 楽しいことなのです。 あまり読書をしない方でも、 まず
は興味のある本を探してみませんか？授業の合間に書棚の間を散策してみませんか？新しい発見
があるかもしれませんよ。
　学生の皆様がこれからたくさんの本と出会えることを期待しています。

　さて日本の学生の読書におけるアンケートでは表にあるよ
うに、４割の学生が３０分以上読書する一方、全く読まない学
生も約半数いるということが分かります。 ４年間でどのくら
いの知識や考え方に差が出るのか想像に難くありません。（参
考：第５２回学生生活実態調査の概要報告｜全国大学生活協
同組合連合会）

巻頭言

No.55(平成31年3月1日)

広島国際学院大学図書館

理事長　田中　満彦
－読書を楽しもう！－

「図書館は君を育てる！」
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図書館だより No.55 では「図書館開館日の変更」、「ホットニュース」、「企画展示について」、「古本市につ
いて」をお知らせします。

図書館からのお知らせ

● ホットニュース

● 図書館開館日の変更

Academic Search Elite

人文、 社会、自然科学、医療、デザイン、コンピュータ
と幅広い分野を収録した、英語の学術誌をパソコン
から閲覧することができます。

URL
http://office.hkg.a
c.jp/̃toshokan/jo
urnal.html#jour2

地方史

中2階では新たに、地方史のコーナーを設置しまし
た。中国地方（主に広島県）を中心に全国の郷土史
や地誌などを集めています。 貸出可能です。

視聴覚機器

視聴覚コーナーでは新しい液晶テレビ、ブルーレイ
プレーヤーの入れ替えを行っています。カウンターで
手続きをすれば、 視聴することができます。

留学生新聞

留学生新聞が新しく加わりました。留学生に関する
テーマを中心にニュースやインタビュー記事など掲
載しています。 ベトナム語版も用意しています。

授業期間中、 土曜日は毎週開館していましたが、 平成31年度より、 第1・第3・第5土曜日のみ開館します
（試行）。 詳しくは開館カレンダーをご覧いただくか、 図書館（本館）までお問い合わせください。
なお、 土曜日の開館時間は8時30分～13時です。
〇 開館カレンダーのアクセスは、 QRコードからが便利です。 ▶
〇 お問い合わせ先　TEL：082-820-2536　E-mail：toshokan@office.hkg.ac.jp

毎週、土曜日は開館
※ 授業期間中 …▶ 第1・第3・第5土曜日のみ開館

変更前 変更後
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● 企画展示について

災害・防災特集  ～災害を知り、災害に備えよう～

平成は災害が多い時代でした。今後起こりうる災害
に備えてもらうため、 西日本豪雨災害や広島土砂災
害に関する本や新聞記事、異常気象や防災に関す
る本を展示しています。
○ 期　間：2019年1月18日～4月まで

古本市

大学祭（高城祭）では、 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や雑誌を中心に
販売しました。 また、 ぬいぐるみや手作りの雑貨などもあわせ
て販売しました。 収益金については、 資料やサービスの充実の
一助とさせていただきます。 古本市は来年度も開催予定です。 
古本募集にご協力いただければ幸いです。
○ 古本募集期間：2018年9月～　古本市開催日：10月7日

オリンピックを知ろう

「2018 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「ス
ポーツ」というテーマで協働イベントを行いました。 
来る東京オリンピックを楽しんでもらうため、 本学図
書館では、 「オリンピックを知ろう」というテーマで本
の展示を行いました。
○ 期　間：2018年11月29日～12月21日まで

… Hiroshima Active Library協働事業のロゴマーク … 西日本豪雨災害（2018年7月8日～9月8日）、広島土砂
　災害（2014年8月21日～9月8日）の新聞記事

● 古本市について

!!!!
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6月中旬

6月中旬
̃8月下旬

8月下旬
̃9月中旬

耐震改修工事について

図書館では 2018 年 6 月中旬～ 10 月末まで、耐震改修工事を行いました。工事期間中、利用者の皆さま
にはご不便おかけしましたが、無事に終了することができました。ご理解ご協力、ありがとうございました。
耐震改修工事の経過を一部ご紹介します。

6月15日～10月31日まで

株式会社 安藤・間 広島支店　様

工事期間

事業所

・ 仮間仕切り
・ 内装解体・復旧
・ 堀削工事
・ 耐震壁鉄筋・型枠など

・ クロス・巾木仕上げ
・ クロス・巾木貼り
・ 美装
・ 仮間仕切りの解体、搬出

耐震改修工事前、1階展示コーナーなど、3つの
コーナーのクロスは薄汚れており、 暗い印象でし
た。
6月15日、一部の施設が利用不可になりつつも、
開館しながら耐震改修工事が始まりました。

Before
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1階 集密書庫

その他、耐震改修工事したところその他、耐震改修工事したところ

… 1階 外部・事務室、
中 2 階 書 庫、2 階 
外部・閲覧室・渡り
廊下などの8箇所

9月中旬
～下旬

9月下旬

10月完了

・ 床の仕上げ
・ 廊下のクロス・巾木貼り

・ 机等の復旧
・ クロス貼り
・ 美装

耐震改修工事後、補強するだけでなく、壁面や床面も新しいも
のに替えていただいたので、まぶしいぐらいにきれいになりま
した。

After



ー 6ー

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３０年度１０月１０日に厳選な審査の結果、次のように決定しました。

【 優秀賞 】　工学研究科　材料工学専攻　D１年　サイ・ラクシミさん　「Mind Hacks」

また、１１月７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開かれ、館長
より「自分を広げるために、今後も本を読んでほしい。」と話がありました。
受賞者に図書館への要望についてお聞きしたところ、「図書館は、研究する上で使いたい本があ
るので利用しやすい。」と述べられ、「今後も、図書館懸賞作品コンクールに応募しようと思
う。」と意欲を覗かせていました。

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３１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表彰式（平成30年11月7日） 対談の様子

図書館懸賞作品コンクール

今年度の
ポスターはこちら ！
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Mind Hacks

　本書を開いたとき、 最初に目にしたのは「あなたは賢い。 この本があなたをより賢くしてくれる。」と

いう一文だ。 そして、 読んでみた結果、 上記の文章の通りだと思った。　

　我々の脳は、 無数のプロセスを自発的、 意識的、 または無意識に情報を収集し、 フィルタリング、 処

理、 分析などを実行する複雑な情報処理システムである。 そんな脳のパフォーマンスを認知神経科学

に基づいた実験を通じ、 自分で理解し、 明確にするために役立つ100のマインド・ハックスが本書には

含まれている。

　本書で述べられているマインド・ハックスは、  脳の瞬間ごとの働きを調べるための調査方法である。

そして、 それぞれのマインド・ハックスが特徴を持ち、 読者が自分の脳の能力を調査し、 分析することが

できるようなユニークで単純な実験方法を提示している。 これらのマインド・ハックスは、 脳の優れた論

理を明らかにし、また脳が周りの刺激にどのように影響されてどのように反応するのか、さまざまな方

法を用いて明らかにするために役立つと思われる。

　我々の脳をもっと活発的、 創造的、 および生産的に使うための解決策や方法をまとめた脳科学入門

書と言える本である。 心理学や神経科学の実験を通して、 脳や心のしくみを自分で楽しく学べること、 

また各章に含まれている事例や“やってみよう”のコーナーがあることによって、 実践しながら理解でき

ることも本書の特徴である。 また、 賢いトリックやゲームを用いて精神保健を向上させるためのツール

も本書は備えている。 すなわち、 人間の「脳」に関連した「視覚」「聴覚」「記憶」など『自分』を使ってい

ろいろな実験ができるような構成になっている一冊である。

　個人的に適用可能であると感じた章は、第5章(意思決定)と第7章(透明性)の2つだった。例えば、 

第5章で紹介されている「防弾」技術は、私は問題の優先順位付けや処理に苦労する傾向があるので、

日常生活で応用したいと感じた。 第7章は、 問題解決と効果的な意思決定に必要な情緒的で知的な明

確さとパースペクティブを得るのに役立った。

　本書を利用することによって脳の構造を把握することから、 物事を見たり、 聞いたり、 思い出したり 

する方法を学ぶことまでできる。 また、 神経科学の理論を自分自身で調査することができる。 自分の頭

の中で何が起こっているのかをもっと知りたい方には、 本書に提案されているマインド・ハックスが必読

だと言える。

書　名：Mind hacks ISBN：9780596007799
著　者：Tom Stafford and Matt Webb　　請求番号：491¦¦St1
出版社：O'Reilly Media  所　在：中2Fの洋書に配架しています。
出版年：2005年

優秀賞優秀賞

工学研究科　材料工学専攻
D1年　サイ•ラクシミ
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本館 下記の学生 1 3 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。

図書館優秀利用者表彰

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/　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

順位 学科 名前 貸出冊数

短大分館 下記の学生 3 名に決定しました。

53

41

39

吉田 悠亮

岡本 啓吾

中野 真暉

自動車工業科

自動車工業科

自動車工業科

1

2

3

＼＼ 平成 31年１月 28日( 月 ) 、表彰式を行いました！ ／／

情報デザイン学科

工学研究科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

情報デザイン学科

現代社会学科

生産工学科

生産工学科

生産工学科

情報デザイン学科

現代社会学科

生産工学科

情報デザイン学科

下前 雄亮

井堰 絵里佳

神立 美優

今津 ほのか

上村 誠

若村 智史

佐々木 雄太

高山 蓮

竹上 優也

ホサイン トファザル

川本 綾

グエンティトゥオン 

金重 潤

順位 学科 名前 貸出冊数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

11

12

13

203

150

113

111

110.5

101

99.5

95

91

91

90

73

71
おめでとうございます

今年度の
ポスターはこちら ！

統計期間：平成 30年 4月 1日～平成 30年 12月 27日
漫画は 1冊を0.5冊としてカウントしています。

統計期間：平成 30年 4月 1日～平成 30年 12月 28日




