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農学部分館が
リニューアルオープン
昨年度から耐震改修工事を行っていた農学部分館がこのほどリニューアルオープンしました。
耐震改修工事に合わせて、閲覧室等の内装や什器等アメニティを一新、2Fフロアは木目と白を
基調とした明るい広々した閲覧室になっています。また、1Fにはアクティブラーニングに対応し
た広いグループ学習スペースを設けるなど多様な学習空間を提供しています。
物部キャンパスの方はもちろん、他キャンパスの方も機会があればぜひ利用してみてくださいね。
グループ学習室も
きれいになりました。

AVブースはワイヤレスの
ヘッドフォンで快適！

2F南閲覧室入口
入ってすぐの様子。
展示棚
テーマを決めて図書を展示します。

検索コーナー
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実は職員人気NO.1
ピンクのかわいいソファ。

Hi Vision
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"OWL" Voice of the Forest

玄関を入って
すぐのホールです。

2F

1F

1F2Fの書庫は電動集密書架に
なりました。

モニター付きの
机が2台あります。
PCの画面を見ながら
議論ができます。

階段から見た
多目的室の様子です。

ホワイトボードは
早くもヘビーユース。

1F多目的室には可動式の机椅子、
ホワイトボードがあって、人数に合わせて
レイアウトを変更して議論ができるように
なっています。

表紙の人
今回の表紙
モデルは農学
部分館の学生
スタッフのみ
なさんです。
写真左から、高橋 亮さん
（大学院修士課程2年）
、松岡 旦
さん
（自然環境学コース3年）
、髙橋 秀明さん
（生命化学コ
ース3年）
、本間 千穂さん
（海洋生物生産学コース3年）
、山
口 由葵さん
（自然環境学コース3年）
、中西 愛さん
（暖地農
学コース4年）
、平井 千瑛さん
（大学院修士課程1年）
、影
山 ゆかさん
（暖地農学コース3年）
"OWL" Voice of the Forest
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しょう
なんということで

e

Befor

農学部分館

ビフォー
アフター

After

改修前の玄関です。

農学部分館は昭和43年に新築、
その後北側に増築はあったものの、

段差がなくなって、
すっきり玄関になりました。
掲示板の前は待ち合わせスペースにいかがですか？

e

Befor

旧館部分は当時からの書架や机
が使われており、内装等の老朽化
が目立っていました。

After

今回の改修でのビフォーアフター。
こんなに変わりました。

改修前の1F多目的室
新聞閲覧台とネットに接続できる
机がありました。

3部屋の壁を取り除いて広々と
したグループ学習スペースに。
無線LANでネット接続可能です。
新聞はホールのソファで
閲覧するようにしました。

e

Befor

After

改修前の2F閲覧室です。

書架をすべて北側に寄せて、
南側に閲覧スペースをとりました。

農学部分館館内案内図
電動集密書架
（和雑誌）

新着雑誌架
開架書架
（加除・視聴覚資
料・新着図書）
開架書架
（文庫・新書）

北閲覧室

開架書架
（大型本）

グループ
学習室1

グループ
学習室2
開架書架（一般図書）

開架書架
（参考図書）

AVブース

電動集密書架
（図書）

コラボレーション
ルーム

南閲覧室

玄関

1F
"OWL" Voice of the Forest

情報処理室 情報コンセントブラウズ室
（大型印刷機） （教育用PC・プリンター）

PCロッカー

大型本
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2F

新聞
（当日分）

コイン式コピー

事務室

公費用
コピー機
手動集密書架
ABC図書自動
貸出返却装置 情報検索用 （新聞・小型本）
PC
多目的室（ラーニングコモンズ）

書庫1
電動集密書架
（外国雑誌・白
書・統計書・博
士・修士論文）

ご存じですか〜

Discovery Service

ヒントが欲しい

「Discovery Service」とは・
・
・
一つの検索ボックスにキーワードを入力するだけで、現在、
高知大学で契約している電子資料や国内外の学術資料

が一括検索できるツールです。2014年４月からサービスを

どのデータベースを
使えばいいのか
分からない

学術情報検索をスムーズに分かりやすく行います。

SIMPLE/EASY/FAST

開始しました。

POINT

検索
開始

効率的 ...........一つの検索窓からいっきに検索
シンプル ....検索方法の差異や使い分けを意識する必要はなし
発見 ...............これまでは使用したことがなかったデータベースや学外のリソースなど、幅広い情報源
簡単 ...............数クリックで検索結果を絞り込み

中央館

各館ホームページ
メニュー画面の統
合検索をクリック

医学部
分館

農学部
分館

（こちらからもどうぞ http://kochi.summon.serialssolutions.com/）

検索結果

ここにキーワードを入力するだけ！Googleなみの速さで瞬時に結果表示！

入力した語に近い順番に表示されます。
日付順にも変更できます。
項目をチェックするだけで簡単に絞り込めます。

本文へのリンクや発行時期や関連テーマや形態で検索をあなたに合わせます︒

あなた仕様の検索は
絞り込みで！

いろいろな
使い方ができる
このサービスを
ぜひ使ってね！
Discovery Serviceの
愛称を募集します！
命名者には素敵なプレゼントあり
！

募集期間：１２月３１日
（水）
まで
応募方法：メール（lib@kochi-u.ac.jp）
もしくは各館窓口まで
ご連絡ください。

"OWL" Voice of the Forest
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recommended

books

『選択の科学 :
コロンビア大学ビジネススクール
特別講義』

POWER PUSH!

高知大生
に薦める
この一冊

シーナ・アイエンガー 著

櫻井 祐子 訳（文藝春秋）

この本には、
普段我々が何気なくやっている 選ぶこと について、
私たちのどの
ような考えが影響しているのか、
社会科学や生物学などの例を挙げながら著
者の考え方が書かれています。
文化的背景が選択に影響するなど、
興味深いエピソードを踏まえての内容の
展開は、
読んでいて引き込まれていきました。
著者は、
選択とは自分自身や自分

er
w
o
P sh!
Pu

のおかれた状況を変える権利だと言っています。
自分の生き方について考える
きっかけになる1冊になると思います。
（農学部教員 益本 俊郎）

『ご冗談でしょう、
ファインマンさん（上）
（下）』

読書の秋到来！

R・P・ファインマン 著 大貫 昌子 訳（岩波書店）

ノーベル物理学賞受賞者であるリチャード・P・ファインマンが自らの体験を

虫は、秋の夜長を鳴き通しますが、

ユーモアたっぷりに語ります。
マンハッタン計画の最中に機密事項の入った

本の虫となって、
「薦めるこの一冊」
を

金庫のカギをあの手この手で開ける、
ノーベル賞受賞を辞退しようとするな

読みとおすというのはいかがでしょうか？

ど、
破天荒なエピソードが盛りだくさんです。
こうした愉快な話はもちろん楽しめますが、
ファインマンさんの科学に対する真

ああ、
おもしろ
い♪

摯な情熱を感じ取ることができるのがこの本の神髄です。
丸暗記だけでは
物事を「本当に理解する」
ことにはならない、
科学的良心をもち続けろ…こ
れらの言葉は特に印象的で、
様々な場面で頭に浮かびます。
ファインマンさ
んから科学を志す人すべてに向けたメッセージをぜひ堪能してみてください。
（農学部農学科4年 中西 愛）

『1984 年』

ジョージ・オーウェル 著

新庄 哲夫 訳（ハヤカワ文庫）

圧倒的な 独裁者 は如何に存在し得るのか。
それによって支配された人間は何
を考え、
どう行動するのか。
この小説は、党 の圧政によって支配された世界を憂
う一人の男ウィンストン・スミスの物語である。党 による独裁政治の設定の細かさ
と、
人間関係の機微、
そして現代に通じる恐怖感がこの本の主たる魅力であろう。
例えば、党 は人間の思考を制限するために、
非常に簡略化した形と意味しか
持たない言語「ニュースピーク」の普及を図っている。
更に「テレスクリーン」
という
テレビと監視カメラが合わさったような機械によって国民を束縛し、
意にそぐわない
言動をした人物を思想警察に連行させ、
処刑している。
これらの仕組みは、
誇張
こそされてはいるが、
実際に現代社会でも使われている手法である。
作中では、
独
裁者が徹底的に独裁者であり続けようとする理由を、
主人公が探っていく。
彼の
物語を通して現代社会をじっくりと見つめてみるのも、
また一興ではなかろうか。
（人文学部人間文化学科２年

お 知 らせ

英語多読コーナーが中央館2階にできました！

"OWL" Voice of the Forest

↓観たことがある映画から
始めるのもあり！ストーリーわかるし…

「英語多読」とは…

とにかくたくさん英語に触れて馴染んでしまおうという習得法です。
知っているお話から始めて、
いつのまにかすいすい長編が読める
ようになりましょう
！
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澤 実生）

↑レベル1〜4まで
自分のレベルに合わせてステップ
アップしていくのも楽しみです

↑かわいい絵本から
始めるのも良し♪

ニュースな本たち
憲法改正、解釈改憲

KEY WORD

巷ではいろいろなニュースがあふれています。
図書館所蔵の本の中から最近のトピックに
関する本をピックアップしました。

気候変動、異常気象、防災

KEY WORD

憲法改正で起こりうる近未来を予想。16ショートストーリーから48キーワ

極端な天候に振り回され、
災害の脅威があらためてクローズアップ

ードで憲法の基本原理と仕組みを具体的に学ぶ新しい憲法入門書。

されたこの夏。
命や暮らしの安全とどう向き合うかを問う。

『憲法未来予想図 :
16のストーリーと
48のキーワードで学ぶ』

『極端化する気候と生活 :
温暖化と生きる』

人文学部の岡田健一郎先生から
寄贈されました！

『いのちを守る気象情報』

吉野 正敏 著（古今書院）

榎澤 幸広 奥田 喜道 編著（現代人文社）

斉田 季実治 著（NHK出版新書）

こんな特集記事も！
柴田 元幸・翻訳講座

日本国憲法を「英語から」訳してみよう！
English Journal 2014年10月号（アルク）

感染症の時代、
エボラ出血熱、デング熱

KEY WORD

太古の昔からウイルスと共に生きてきた人類。
感染症と人類の関係
を文明の発祥にさかのぼって考察し人類とウイルスの未来図を描く。

『パンデミック新時代 :
人類の進化とウイルスの謎に迫る』
ネイサン・ウルフ 著

有名な警句「天災は忘れられたる頃来る」を発したと
いわれる寺田寅彦。
自然科学と社会科学の両面から鋭く洞察した随筆。

『天災と日本人 : 寺田寅彦随筆選』
寺田 寅彦 著 山折 哲雄 編（角川ソフィア文庫）

『地震雑感 / 津浪と人間 :
寺田寅彦随筆選集』
寺田 寅彦 著（中公文庫）

高橋 則明 訳（NHK出版）

『感染症と文明 : 共生への道』
山本 太郎 著（岩波新書）

こんな本も書いています
『怪異考/化物の進化 :
寺田寅彦随筆選集』
寺田 寅彦 著（中公文庫）

科学と倫理

急速に進む科学技術と人間社会はどう折り合いをつけていくのか。

『モラルのある人は、
そんなことはしない :
科学の進歩と倫理のはざま』

DVDもあります

KEY WORD

アクセル・カーン 著 林 昌宏 訳（トランスビュー）

『寺田寅彦 :
ねぇ君、不思議だと思いませんか?』
ポルケ 製作 萩原 吉弘 演出
（紀伊國屋書店）

(紀伊國屋書店評伝シリーズ
学問と情熱 : 21世紀へ贈る人物伝 : 第31巻)

寺田寅彦ってどんな人？

もっと知りたい！寺田寅彦

立高知追手前高等学校）
に入学。熊本の五高で夏目漱石に英語を習う。東大物

寅彦が４歳から１９歳まで過ごした旧宅を復元（主屋、茶室、勉強部屋）

1878年−1935年。東京生まれ
（高知県出身）
。高知県尋常中学校
（現・高知県
理学科卒業。東大教授。理化学研究所、東大地震研究所の研究員としても活躍。
物理学者、俳人、随筆家。夏目漱石の
『吾輩は猫である』
に登場する理学士 水島
寒月のモデル
（といわれる）
。

□寺田寅彦記念館

高知市小津町４-５ ☎０８８−８７３−０５６４

□寺田寅彦記念室 (高知県立文学館内)
高知市丸ノ内1-1-20

☎088-822-0231
"OWL" Voice of the Forest
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◆卒論特別貸出について
（中央館・農学部分館）

◆秋の図書館ガイダンスについて
１０〜１１月にかけて、中央館では図書館ガイダンス
を予定しています。
「CiNii」等を利用した雑誌論文検
索から、検索した論文の入手方法などを職員がわかり
やすくご案内します。開催日程は図書館HPや掲示でお
知らせします。

卒論作成のための特別貸出として、通常貸出（5冊
2週間）とは別に長期貸出（5冊60日間）ができます。
論文提出学年生（4年、院2年）が対象です。中央館・
農学部分館の各窓口にある申請書に必要事項を記入
の上、論文指導教員に承認印をもらってから申請して
ください。

＊オンデマンドガイダンス＊

◆「引用文献データベース
Scopus講習会」開催について

ガイダンスのお問い合わせ
□中央館（内線8163）
kg07@kochi-u.ac.jp

これから英文論文を利用することを考えている方を主
な対象として、エルゼビア社の引用文献データベース
Scopusの講習会を開催します。講師は出版元からの
専門のトレーナーです。論文引用時の注意すべき点に
ついても説明があります。
詳細は図書館HPや掲示でお知らせします。
お問い合わせは各総合情報センター（図書館）下記
窓口までお願いします。

□中央館（内線8163）
Email : kg07@kochi-u.ac.jp
□農学部分館（内線5117）
Email : kg06@kochi-u.ac.jp

◆トライアルについて
・
【Henry Stewart Talks】
（The Biomedical &
Life Sciences Collection(動画コレクション）)

ノーベル賞受賞者を含む世界的に傑出した研究者・
専門家により発表された1800以上のオンライン・セミ
ナー（ビデオ・オーディオのトーク）を、スライドと同時
進行のナレーションで視聴できます。
トライアル期間：１２月３１日
（水）
まで

・
【日経BP記事検索サービス】

「日経ビジネス」
「日経パソコン」など、日経BP社が
発行している幅広い分野の専門雑誌約50誌の記事を
閲覧できます。
トライアル期間：10月15日(水)〜１2月15日(月)

ゼミやグループ等でガイダンスをご希望の場合は日
程や内容もご希望に合わせたガイダンスを行います。
随時受け付けていますので、ぜひご活用ください。

□医学部分館（内線22490） kg05@kochi-u.ac.jp
□農学部分館（内線5117） kg06@kochi-u.ac.jp

◆「図書リユースセール」のお知らせ
＊メディアの森（中央館）にて開催！

１０月３１日（金）〜１１月２日（日）、図書館で不用になった
図書や雑誌のリユースセールを行います。昨年の好評にこ
たえ、今年もたくさんの本を準備しています。ご来場お待ち
しています！

◆ブックハンティング/
「ブックリクエストweek」のお知らせ
ブックハンティングは図書館に置いて欲しい本をあなた自
身が書店で選ぶツアーです。

医学部分館

■日時/場所：１０月２２日
（水）12：00〜13：00
金高堂書店 高知大学医学部店
■募 集 人 数：1５名程度（本学の学部学生・院生対象）
＊中央館については、下記までお問い合わせください。
学術情報サービス係（内線8163） Email : kg07@kochi-u.ac.jp

農学部分館では「ブックリクエストweek」を行い、図書館
備付図書リクエストを集中的に募集します。
■日時 : 10月14日
（火）〜10月24日
（金）
■実施方法 ：リクエスト用紙（農学部分館１階事務室にあります）
またはメールで受付します。Email : kg06@kochi-u.ac.jp

｜編｜集｜後｜記｜
今回は新しくなった農学部分館の特集でした。きれいになったと思いませんか？
7月1日のオープン以来、多くの学生の皆さんに利用してもらっています。特に1階
のグループ学習スペースではホワイトボードを使って何人かで議論している姿を
よく見かけます。ひと昔前の図書館は一人で静かに自習する場所でしたが、今は
こういったグループでのディスカッションや友達との教え合いなど会話しながら
の学習が可能なスペースもできています。中央館でもこの秋、新たに英語多読
コーナーができました。皆さんのニーズに合わせて多様な学習スペースや資料
を提供できるように図書館も少しずつでも進化していければと思っています。
11月3日には物部キャンパス一日公開があります。農学部分館も開館しています
ので、ぜひお立ち寄りください。
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