
「知」の交流をしよう！本館の新空間に注目
先輩に聞きました！いま、なにしてますか？

医学・看護学分野だけではない、医学分館の魅力
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図書館ワールドへようこそ
この春、佐賀大学には新学部が増設され、6学部になりました。図書館も、大学生の皆さんにたくさん
使ってもらえるよう、新しいこと・ものを取り入れて様々なサービスに力を入れています。
本庄キャンパスにある本館は、今年の3月にリニューアルしたばかりです。
1階全体がラーニング・コモンズ（学びの場）として、さまざまな機能をもつ学習空間に生まれ変わりました。
心はずむこれからの季節に、私たちもフレッシュな気持ちで皆さんをお迎えします。

1階

本館1階
新しい空間で、クリエイティブな発想を

1階はアクティブエリア。
本や人に出会い、ともに学ぶことができる空間です。
会話がOKなので、新しい情報をインプットして、
グループで意見交換してアイデアを膨らませ、

協力して資料を作りあげたり…etc.
様々な使い方で「知」の交流ができる

オープンなエリアです。

ブラウジングスペースブラウジングスペース④④

曲線を描く書架に学習に役立つ本や話題の本を揃えた、新しい本と出
会う場です。棚を眺めながら未開拓の世界を発見してください。知識の
アウトプットは丸いテーブルでどうぞ。

シラバス図書：授業を受ける上で参考になる本
新着図書　　：新しく到着した学術書
学生選書　　：図書館サポーターが選んだ本
英語多読本　：語学学習に役立つ本

グループ学習スペースグループ学習スペース①①

グループでの学習や作業がしやすいよう、キャス
ター付きの机・いすを用意しています。アイデア出し
にはホワイトボード、資料を練り上げるには大型ディ
スプレイを活用させて。自分のノートPCと接続して
使えます。
お互い勉強している姿が刺激になって、モチベー
ションもさらにUP！

多目的スペース多目的スペース②②

イベントや展示など多目的に利用できる場所です。無料で貸し出して
いますので、サークルの作品展示などのギャラリースペース、またミニ
イベントスペースとして利用できます。
ここで情報発信や学生同士の交流をしませんか。

談話スペース談話スペース③③

入口から入ってすぐ、気軽に立ち
寄れるスペースです。今日の新聞も
ここでチェック。
インターネット専用PCも設置して
います。

マルチメディアコーナーマルチメディアコーナー⑥⑥

映像に触れることができるように、DVD・VHS・放送大学の授
業を見ることができるブースを準備しています。DVDは自分の
ものを持ち込んでもOKです。

PCグループ学習スペースPCグループ学習スペース⑤⑤

存在感のあるサークル型のPCテーブルが目印です。
それぞれ情報収集やレポート作成をしながら、疑問を解決したいときやアイデアを交換したい
ときは真ん中のテーブルに集合！
皆さんが使えるPC（教育システム端末）は図書館に58台、レポートなどの印刷ができるプリ
ンター（カラー1台、モノクロ1台）、コピー機1台が整備されています。

いすコレクションいすコレクションあなたのお気に入りは？

貸出返却は
セルフでどうぞ

書架イメージ
 (模型製作：都市工学専攻田口研究室)→

鮮やかな

　オレンジ

アンティーク風

軽やかにコロコロ
木製でなめらか

直径が120cm！

本庄キャンパス

32



図書館をどんな風に使っているのか、先輩たちのリアルな声をお届けします！Search

❶「逆求人フェスティバル」という就活関連のイベントの
準備で集まっています。3人がスタッフで、イベントに
参加する1人にアドバイスをしているところです。          
スタッフ同士も、就活関連のイベントで集まったとき
知り合いました。

❷キャンパスの真ん中にあって、どの学部の人でもみん
な場所がわかって集まりやすいからです。スクリーンと
プロジェクタが使えることも理由のひとつですね。

❸写真右中　卒論を書いていたときは、週2回くらい利用
していました。図書館なら資料がそばにありますから。

左から　経済学部4年・経済学部3年・文化教育学部
4年・経済学部4年/3階グループ学習室2

❶テスト勉強をしています。図書館でたまたま出くわした
ので、二人で同じ科目（「植物病理学」）を勉強中です。

❷会話ができるラーニング・コモンズは、会話のボリュー
ムが大きすぎるときがあるので、ここがちょうどよい。

❸写真左　普段は来ないけど、テストのときに利用して
います。サークルの話し合いでグループ学習室をたま
に使います。

　写真右　週1回来ています。3階のグループ学習室は、
使いたい日時を事前にネットで予約できるので、何人
かでよく使います。本は借りないけど・・・̂ ;̂

農学部2年/1階エントランス雲形テーブル

SagaUnivLib 就活を楽しんでやっているところが、“い
いね！”です。

❶テスト勉強です。大学内で会ったのでみ
んなで図書館に来ました。まあ、図書館
に行けば誰かに会うだろうと思っていま
したが。プログラミングの科目で、3人で
話し合いながらプログラムを組んでると
ころです。

❷みんなで話しながらできるし、他の学部
の人とも交流できるので。

❸テストのときぐらいですが…。あ、図書館
にあるPCをつかってレポート作成をす
るときもあります。

理工学部3年/1階エントランスファミレ
スソファ

SagaUnivLib テストのときだけでも、フル
活用大歓迎！

❶授業の合間に雑誌を読みにきました。
❷4月から社会人になるので、仕事に役立
ちそうな雑誌を手に取ってみました。

❸1～2年生のときは授業が多かったので、
空き時間に週1～2回はきていました。雑
誌は「ダ・ヴィンチ」を読むことが多かっ
たです。本もよく借りていましたよ。作家
は綿矢りさが好きかな。

文化教育学部4年/2階ブラウジング
コーナー

SagaUnivLib 「PRESIDENT WOMAN」を
読んでいた彼女。きっと素敵な女性になれ
ますよ。

❶“Wact”というスポーツイベントの企画
をする団体のメンバーで集まっていま
す。今は、卓球大会の準備をしています。
68チームが出場する大会で、そのトーナ
メント作りをしているところです。

❷しゃべりやすいし、ホワイトボードも使え
るからです。

❸隔週1回、Wactで集まっています。
左から　理工学部3年・農学部3年・教育
学部OB・教育学部OB（在学生のころ、ヘ
ビーユーザーでした！）/3階グループ学
習室4

SagaUnivLib 卒業されてもここを使ってい
ただけるとは感無量です！

SagaUnivLib 図書館を「場所」として選んでくれている
ことが嬉しいな。

❶今、なにをしているところですか？
❷どうして図書館または図書館のこの場所を選びましたか？
❸普段、図書館をどのくらい利用しますか？おもに何をしに来られますか？ ※インタビュー内容・場所は2016年2月当時のもの
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⑨グループ学習室

⑪学術雑誌

⑩アメリカン
　シェルフ

静かに集中できる場所

ネットで予約できる
グループ学習室

図 書図 書⑦⑦
図書にはテーマ別に分類番号を付与し、その順番で並べ
ています。興味があるテーマが集まっている書架でゆっく
り品定めをしてみてはいかが？佐賀大学図書検索OPAC
(P8-9)を使えば、読みたい本をピンポイントで探せます。

閲覧室閲覧室⑧⑧
静かに学習に取り組んだり、じっくり本を読んだりするの
に適した場所です。

グループ学習室グループ学習室⑨⑨
閉じた空間でグループワークができるグループ学
習室が5部屋あります。3名以上で1回3時間まで利
用ができ、1～4の部屋は、図書館のWebサービス
MyLibrary(P8-9)で利用の事前予約ができます。
5の部屋は、授業で使われていなければ予約なしで
利用OK。
設備は、スクリーン、プロジェクタ、ホワイトボード、
BD/DVDプレイヤー、大型モニターなどが使えます。

アメリカンシェルフアメリカンシェルフ⑩⑩
アメリカ領事館から寄贈された約300冊の図書。
留学ガイドや英語の学習書、旅行ガイドブック、
アメリカで賞を受賞した小説などがあります。

学術雑誌学術雑誌⑪⑪
最新の学術研究成果が論文等として掲載されて
いる雑誌です。
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農業・商業など

数学・物理・化学など

日本語や英語など
語学の勉強に

小説を読みたいときに
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Medical Library
鍋島キャンパスの医学分館は、医学・看護学分野を学ぶみなさんに向けた図書館です。
各分野の専門書や、普段の学習を支える参考書などそろえ、医学・看護学に特化した
情報環境や学習環境を備えた専門図書館…なのですが！
このページではそれだけじゃない医学分館の紹介をしたいと思います。

館内には50台以上のパソコンが備わっています。
それでも満席になることも！

こちらは
看護学の図書。

限られてはいますが、医師や看護師が主人公の
コミックも。最近の人気は「コウノドリ」ですね。
ソファでリラックスして読むことができます。

複写室では文献のコピーはもちろん、
書類を裁断したり製本したり
することができます。
写真は抹消したいものを

シュレッダーにかけているところ。

資料の貸出や返却は自動貸出機が使えます。
もちろん、カウンターでは優しいスタッフが

みなさんの力になります。

ビデオスライド室ではグループ学習ができます。
プロジェクターやテレビ画面を使ってみんなで
プレゼンの練習やミーティングができますよ。

3D映画の上映会！…は、できません！
写真はもしできたらこんな感じ。
というイメージです。。。

多目的学習室は個人学習はもちろん、
グループで会話しながら勉強できる、
まさに多目的に使えるお部屋です。

ただし、スポーツ雑誌がおいてあるからと言って
腕立て伏せやブリッジはしないでくださいね。

図書だけでなく

ジャーナルと呼ばれる
学術雑誌もありますよ。
分厚くて重いものも
多いので写真のように
後輩に大量に持って

こさせたりしないように。

医学図書館には医学・看護学のための
書籍がたくさんあります！

それだけでなく小説や多ジャンルの
本もそろっています！

撮影に協力してくれた医学部図書館サポーターのみなさん。
ありがとうございました！図書館サポーターについては

１１ページにも掲載しています。

鍋島キャンパス

医学分館
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Saga University Library

図書館ウェブサービス
図書館は図書や雑誌などの紙媒体資料の提供だけでなく、さまざまなウェブサービスを通じて

より多く、より新しい情報をより便利な形で提供しています。

データベース&電子ジャーナル
最新の学術情報はウェブに！
佐賀大学では文系理系を問わず、データベースや電
子ジャーナルなどさまざまなジャンルの学術情報に
アクセスできる環境が整っています！

データベースでは様々な学術論文を検索したり、蓄積された情
報を閲覧することができます。
電子ジャーナルは電子版の学術論文が読めるシステムです。
はやいうちから親しんでおくと便利です。

OPAC
情報の基本は本や雑誌記事、佐賀大学
OPACは佐賀大学に所蔵されている資料の
場所や情報を検索できます！
使い方は簡単！直感的に検索できる工夫を
施しています。必ずマスターしましょう！

My Library
My Libraryは図書館への各種申し込
みや図書のリクエストを行える、利用
者ひとりひとりのためのサイトです。
自分自身の図書館の利用状況が一覧で
きたり、借りている資料の貸し出し延長
手続きができる機能を備えています。

電子ブック
たくさんの電子ブックを読むこと
ができるようになりました！
日本語の書籍はもちろん、英語の
本にもチャレンジしてみましょう。

図書館ホームページ

http://www.lib.saga-u.ac.jp/ 

　　　  すべては図書館ウェブサイトから！
　　  あらゆる学術情報への入り口がここに！

図書館ホームページはOPACや各種データベースへのポータルサイト
です。図書館の開館情報や重要なお知らせもこちらに掲載します。
また、資料検索の方法やレポートの書き方などについてもこちらで紹介
しています。
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「死ぬことが、けっして恐ろしいことじゃない
と、やっと気がついたんだ」と死恐怖症だっ
た恋人である男が囁いた時、主人公は戦慄し
た。とある研究調査でアマゾンから帰ってき
た恋人は急に死を愛し始め、ついには自殺し
てしまう。恋人の死を調べるうちに主人公は
驚くべき真実にたどり着いてしまう……。ど
こか現実味を帯びた説得力のある存在感を
見せるホラーであり、ミステリー要素もある1
冊。(A.K.)

「天使の囀り」
貴志祐介著
本館開架(学生選書) 
913.6 Ki 56

大学での生活は自由な時間が多いです。な
かには規則正しい生活を送れず、アパートに
引きこもってしまう方もいます。自堕落な生
活を送ってしまうのは、自分の置かれた状況
がいかに恵まれているかを理解していない
からです。このドキュメンタリーでは毎朝遠
い道のりを命がけで登校している子供たち
を紹介しています。彼らの健気で懸命な姿を
見て何度も目頭が熱くなりました。自分の夢
は何だったか。それを再確認させてくれる作
品です。(S.N.)

「世界の果ての
通学路」
（映像作品）
本館開架(視聴覚資料) 
778.7 Se 22

この本は、“やる気”に注目し、“やる気”の出な
い原因から起こし方までを詳しく説明してお
り、また、ワークシートもついているために、
自身に置き換えて、しっかりと考えることが
できます。目標や夢が達成できなかったり、
やらなければならないことが分かっている
のになかなかできなかったりする人はもちろ
ん、大学生活をどのように過ごしていこうか
悩んでいる新入生にも、考えるきっかけを与
えてくれる1冊です。(M.T.)

「絶対に消えない
「やる気」の起こし方: 
なぜか、努力が空回り
しているあなたへ」
浮世満理子著
本館開架(学生選書) 
141.72 U 59

私のおすすめする本は、綾辻行人著の『十角
館の殺人』です。著者綾辻氏の代表作であ
る「館シリーズ」の第1作目にして、新本格ミ
ステリーの傑作です。新本格ミステリーとい
うジャンルは昔ながらのミステリーを今風に
再現したものです。本作は、アガサ・クリス
ティ著の名作『そして誰もいなくなった』をオ
マージュしており、かつ小説でしかできない
表現が随所に散りばめられているため、読了
後にミステリーの魅力に気づくこと間違いな
しです。(T.Y.)

「十角館の殺人」
綾辻行人著
本館開架(文庫) 
913.6 A 98

現在アメリカでがむしゃらにもがいている元
ホークスのムネリンこと川崎選手。彼が子供
のころからメジャーに挑戦するまでを振り
返ったこの本では、プロの世界に入って色々
と苦悩したことやアメリカに渡り言葉の壁や
文化の違いに戸惑った時のこと等が主に書
かれています。新しく大学生になる人達に、
これからの大学生活やいつか留学する際に
どう自分に立ちはだかる壁に立ち向かえば
いいのか少しでも助けになってくれると思い
ます。(M.E.)

「逆境を笑え : 
野球小僧の壁に
立ち向かう方法」　
川崎宗則著
本館開架(学生選書) 
783.7 Ka 97 大学に入り、新たな生活に戸惑っている方も

多いと思います。私も料理や洗濯を自分で
やっていく中で改めて親の大変さを感じ、あ
のときちゃんとお母さんのお手伝いしとけば
よかったと後悔しました。逆に、ちゃんと家事
もやって困っている人がいたら助ける、そん
な理想の子供たちを描いているのがこの若
草物語です。19世紀米国で、４姉妹が失敗
や困難を乗り越え成長していくエピソード
を通じて、優しい気持ちの大切さを学びまし
た。読んでいて温かい気持ちになれる本で
す。(S.N.)

「若草物語」
L・M・オルコット 著
本館開架(学生選書) 
933.6 A 41

先輩から新入生へ  おすすめする本

図書館サポーター

さらりーずこんなこと、
やってます！

本庄キャンパス活動紹介

鍋島キャンパス活動紹介

私は洋書をみんなに読んでもらえるよう多読コーナーの展示に主に２つの
工夫をしました。一つはコメントカードを設置したことです。面白かった本の
感想文や評価を書いてもらうことで、本選びの貴重な参考になります。また、
映画を見ると原作を読みたくなるという人も多いので、本とDVD・ビデオを
合わせて展示しました。多読コーナーの本は多くが映像化されています。ま
ず映画を見てから、本を読むという楽しみ方ができると思います。(S.N.)

受験を控え、医学部に興味を持ってくれた高校生たちのために、受験に
役立つ本の紹介と医学部に入ったら使う実際のテキストや参考書を
展示しました。
また普段は図書館利用者である学生サポーターメンバーが高校生に
図書館ツアーを行いました。実際に使っている大学生からの解説に
高校生は興味深そうに耳を傾けていました。

受験を控え、医学部に興味を持ってくれた高校生たちのために、受験に
役立つ本の紹介と医学部に入ったら使う実際のテキストや参考書を
展示しました。
また普段は図書館利用者である学生サポーターメンバーが高校生に
図書館ツアーを行いました。実際に使っている大学生からの解説に
高校生は興味深そうに耳を傾けていました。

多読コーナー多読コーナー

※多読コーナーとは
初学者でも読みやすい簡単な英語で書かれた
本を集めたコーナーです。ここの本をたくさん
読むことで本物の英語力が養われます。ネイ
ティブの英語の授業でも活用されているた
め、本気で英語を身に着けたい方には必須の
コーナーです。

私は１年生の頃から図書館サポーターとして活動しています。活動
のひとつである"学生選書"の最大の魅力は、その名の通り自分の
選んだ本を大学の図書館に入れることができるところです。また、
本を入れる際にもミーティングを開き本に関する理解を深めるこ
とができます。そし
て、今年からは学生
選書の本を紹介する
冊子も創刊されます。
写真部さんや素敵な
佐大生の皆さんに協
力してもらって作り上
げた自信作ですので、
是非ご一読ください！
(T.Y.)

写真集写真集

「選書ツアーに行ってきました！」
今年の選書ツアーは一回だけで天気も雨でしたが、福岡のジュンク堂に
て各自それぞれ自分のお勧めの本や読んでみたい本、これまで図書館に
なかったような本など色々選ぶことができ充実したものとなりました。普
段あまり交流がない本庄キャンパスと鍋島キャンパスのさらりーずが集
まり、昼食の時などに互いのことを聞いてみたりすることも出来ました。
その後のミーティングにて選んだ本を図書館にいれるかどうかの話し合
いでは、他の人が選んだ本に皆が興味津々の様子でした。(M.E.)

オープンキャンパスオープンキャンパス

館内においてある雑誌のラインナップを変えるべく、
新たな候補雑誌の展示と人気投票を行いました！

雑誌ドラフト雑誌ドラフト

選書ツアー選書ツアー 手作りの看板です。

たくさん投票してもらえるように、

目立つポスター作り。

展示の制作風景

当日は大学生自ら館内を

案内しました。

クリスマスの

飾りつけや

季節の本を集めた

ミニ展示も

ポップをつけて

展示します。

シールを貼れる投票用紙を

館内に掲示し、

訪れる一般の学生に

投票してもらいます。

展示した本について

解説しているところ。

なかには実際にサポーターが

受験に使った本も。

谷崎潤一郎没後50周年を記念して、『痴人の
愛』に登場するナオミをイメージしたイラスト
を募集し人気投票を行いました。渾身のイラス
トがたくさん集まり、じ～っと見入る方も多
かったです。ベスト3に選ばれた方には、記念
にささやかなプレゼントを差し上げました。

悪女イラストコンテスト悪女イラストコンテスト
本を持った素敵なモデルさんを写真部の方に撮影していただきました

本庄キャンパス＆

鍋島キャンパス合同

福岡・天神のジュンク堂書店に
お邪魔し、本を選びました。

“さらりーず”とは、佐賀大学附属図書館「図書館サポーター」の
愛称です。図書館に関わる活動に楽しく取り組んでいます。
　さらりーずブログ http://sagaul.blog133.fc2.com/
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開館時間・休館日

図書館情報発信紹介

図書館員の

ちょこっと
コラム

本庄キャンパスにある図書館に勤務しています。10年ひと昔と言いますが、以前と比べ
て、現在の図書館の印象は随分変わっています。館内の雰囲気が、これまでの静粛で整然
としたイメージではありません。1階にはラーニング・コモンズのような自由自在にグループ
ワークを行える学習環境が整備され、学生みなさんの意欲や活気で満ち溢れています。
単に本を借りるだけの場所とは違い、いろんな場面に役立ち、機能する図書館に進化して
います。他にもDVDやビデオを視聴できるブース、新聞雑誌を読むことができるゆったり
とくつろげるスペースなど魅力的です。インターネット環境、レポート作成などに使える
パソコンもあり、多様な機能を備えています。2階3階は、静かに集中して読書や勉強が
できる環境です。こんな図書館を活用して学生生活をより楽しく充実したものにしてく
ださい。ここで紹介しきれなかった発見をしにぜひ来てください。ちょこっとみなさんの
サポートができたら嬉しいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（本館 I.O.）
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本館

月～金
授業期

貸出冊数・期間

図書 図書

雑誌

小池文庫

視聴覚資料

5冊まで

3冊まで

3冊まで

3点まで

14日間

3日間

3日間

3日間

合計10冊まで

3冊まで

2週間
(院生のみ：4週間)

1週間

1週間

雑誌

シラバス
掲載図書

本　館 医学分館

休業期（授業期以外）
休館日

休業期の土日祝　年末年始

2・3・8月の第4木曜（祝日は開館）
夏季一斉休業日　年末年始 

土日祝日 月～金 土日祝日

8:30-21:10 10:00-19:00 8:30-20:10 10:00-19:00

8:30-21:00 10:30-18:30 8:30-17:15 休館医学分館

開館情報は図書館HPで

随時発信中です♪

図書館に関する情報はもちろん、各種学術情報への
アクセスはまずここから始まります。
資料の探し方やレポートの書き方の基本など役立
つ情報も掲載しています。
（ http://www.lib.saga-u.ac.jp/ ）

図書館ホームページ
新着図書の情報やイベント情報など、図書館にかか
わる様々なつぶやきを発信しています。
（@SagaUnivLibrary）

図書館公式Twitter

佐賀大学所蔵の貴重な資料を公開中です。
（ http://www.dl.saga-u.ac.jp/OgiNabesima/ ）

貴重書コレクション

表紙にご協力いただいた方々、どうもありがとうございました
　撮　影： 写真部 石陽さん　他写真部部員の皆さま
　モデル： 経済学部2年 横山 里帆さん
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