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メディアの森リニューアル情報
この春開催！図書館の学習サポート
特集　あなたにも知ってほしい！図書館のススメ
高知大生に薦める本
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高知大学学術情報基盤図書館広報誌 OWL

｜編｜集｜後｜記｜
　4月号の発行です。今回の特集は新入生の方に上
級生の図書館の使い方をご紹介しています。ぜひ参
考にしてください。また、少し新しくなった図書館も
ご紹介しました。図書館も皆さんとともに少しずつでも成長してい
ければと考えています。実はこれを書いている現在、新型コロナウ
イルスの感染拡大のため図書館でも感染予防対策で利用制限な
どを行っています。4月には騒ぎも収まり、皆さんに新しくなった図
書館を満喫してもらえるよう心から祈っています。
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■ゴールデンウィーク
　　　　　休館のおしらせ
４月29日（水）、5月2日（土）～6日（水）は３館
とも休館となります。
ご不便をおかけしますが、ご了承ください。

■多読ラリー「メディ森de多読」2020
　「やさしい英語の本からたくさん読む」それが英語多読学
習法です。楽しく、無理なく、マイペースで読み進むうちに
知らず知らずの間に英語が身に付きます。メディアの森2F
のアクティブラーニングフロアに英語多読学習用のリーダー
を1000冊以上配架しています。

　みなさんの英語多読学習を応援するため今年も多読ラリ
ーを行います。読んだ語数を累計して一定の数字に達したら
プレゼントがもらえます。昨年から行っている方は昨年分か
ら累計OK。ぜひ参加してみてください。

① メディアの森1F総合案内でエントリーして「メディ森de多読」記録ノートを受け取る
② メディアの森2F「英語多読コーナー」の本を選ぶ（貸出ももちろんOK）
③ 自分で目標を決め、楽に読めるものから多読スタート！
④ 読み終えたら記録ノートにタイトル、語数、感想などを記録する
⑤ 記録ノートで総語数が下記の数字に達したら総合案内でスタンプを押してもらい、プレゼントを受け取る
＊ エントリーで図書館オリジナルステッカーをプレゼント！
＊ 5千語クリアで図書館オリジナルクリアファイルをプレゼント！
＊ 5万語クリアで図書館オリジナルメモ帳をプレゼント！
＊ 10万語クリアで図書館オリジナルバックをプレゼント！
＊ 50万語クリアで図書カード（500円分）をプレゼント！

■図書館利用ガイダンスのおしらせ

■かんたんまにゅある各館で配布中！
・中央館と物部分館では図書館の便利な利用方法などを知

ってもらうためのガイダンスを行います。OPAC（蔵書検索）

での資料の探し方など職員がわかりやすくご案内します。図

書館活用テクニックを身に付けて学生生活をより充実したも

のにしてください。開催日程は図書館HPやKULASでおしら

せします。

・グループやゼミ単位でのオンデマンドガイダンスを受け付け

ています。ご希望の日程、内容で行いますのでご活用ください。

●ガイダンスのお問合せ
中央館（内線8162） kg07@kochi-u.ac.jp

物部分館（内線5117）kg06@kochi-u.ac.jp

医学部分館（内線22490）kg05@kochi-u.ac.jp

レポートの作成方法や図書館での情報検索について簡単でわかりやすい小冊子が発行されています。トピックごとになっているので必要に応じて手軽に手にとってみてください。
●現在のラインアップ
　アカデミックライティング基礎シリーズ　　・レポートってなに？　　・要約のしかた　　・レポートを書く　  　　・レポートの書式　　・サンプルレポート
　アカデミックリサーチシリーズ　　・本をさがす　　　　　・雑誌論文をさがす　　・新聞記事をさがす

図書館HPでもご覧いただけます。http://www.lib.kochi-u.ac.jp/library/chuokan/easymanual/新しいシリーズアカデミックライティングシリーズを順次発行予定です。

図書館のススメ

●多読ラリー「メディ森de多読」の参加方法
期間 ： 2020年4月から2021年3月31日まで　　対象 ： 本学学生、院生、教職員

今年も
やります



　館内で唯一の飲食可能エリアとして親しまれているリフ

レッシュコーナー。2014年に元々あった同窓会展示コーナ

ーを玄関ホールに移動して、有り合わせの机やイスを置い

て期間限定で飲食可能エリアとして試行を始めました。当

初より「期間限定」でなくずっと続けて欲しいという声をた

くさんいただき、ついに「期間限定」を外しリニューアルオー

プンです。パーティションを部分的に撤去して床や壁を張

り替えて、テーブルイスをカフェ調に変更、また読みやすい

一般雑誌も配置しました。ルールはいままでどおりです。館

内での学習の合間のリフレッシュタイムにご利用ください。

例年好評！

４・５月限定

レポート作成
の強い味方

News 1F リフレッシュコーナー1F リフレッシュコーナー 2020年度レポート作成セミナーに参加しよう！！2020年度レポート作成セミナーに参加しよう！！

Renewal ！

2F アクティブラーニングフロアが2F アクティブラーニングフロアが

広くなりました。

＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　高校までの勉強の中では馴染みのなかったレポート課題。大学に入った途端あなたに迫っ

てきます。いきなり書けと言われても…実際どんなふうに書いたらいいんだろう？と悩む方も

多いのでは。そんなあなたには「レポート作成セミナー」をお勧めします。レポートを書くための

基礎知識や書き方のポイントを５回に分けて教員がわかりやすく教えてくれます。興味のある

内容の日を選んで受講することもOK。朝倉キャンパスメディアの森で1学期中に開催予定で

す。開催方法・日程等はKULAS・図書館ホームページ・ポスター等でお知らせしますの

で、確認してお申し込みください。

ジャパンナレッジ講習会のおしらせジャパンナレッジ講習会のおしらせ
　レポート作成の手順で最初に重要なことは課題の内容を十分に理解することです。

ネットを調べてみてもあまりに情報が多すぎて何から始めたらいいのかわからないとい

う声もよく聞きます。そのような方にお薦めしているのがジャパンナレッジです。ジャパン

ナレッジは65以上の辞事典などが検索できる辞書・事典サイトです。まずは「信頼性の

高い、よい情報源」から概要や通説を知ることでその後の調査に必要な頭の整理がで

きます。ジャパンナレッジの活用方法をマスターしてレポートをレベルアップさせましょ

う。こちらも1学期中に開催予定です。詳細はKULAS・図書館ホームページ・ポスター等

でご確認ください。

今年も開設！！ 学生サポートデスク
場所 ： メディアの森2F（正面階段をあがったところ）

日時 ： 4・5月 月・火・木・金 12：30～17：00（予定）

　学生の学生による学生のためのヘルプデスクです。資料探しで困っている、PCが繋がら

なくなった、レポート作成で行き詰っているなど、学習でお困りのことはないですか？ 先生

に聞くにはちょっと…というような内容でも学生同

士では少し敷居が下がるのではないでしょうか？ 相

談をうけてその場で解決できない問題は適切な窓

口に繋ぎます。お気軽にお尋ねください。

　こちらも大人気のアクティブラーニングスペース。グルー

プでディスカッションしながら学習できるスペースです。人

数に合わせて机のレイアウトを変更でき、ディスカッション

のためのホワイトボードやＰＣを接続できる電子黒板も利

用できます。北側にあった雑誌架やベストセラーの棚を移

動してさらに広く使えるように模様替えしました。机イスも

新たに追加になっています。ベストセラーコーナーはこのフ

ロアの北側階段前、雑誌はフロア西側と1Ｆリフレッシュコ

ーナーに分けて配置しました。

リフレッシュコーナ
ーのルール

会話
飲食

読書・勉強

・汁物・匂いのある
食品の持ち込み

（例：ラーメンなどカップ容器に入ったもの・アイス）

・密封できない容器に入った
飲料の持ち込み

・大きな声や長時間の歓談
・ゴミの放置

近日中にカップ式のコーヒー自販機の
「あうるカフェ」がオープンする予定です。

メディ森 カフェ調に
大変身

第4回 引用のルール2
第５回 意見レポートの書き方

セミナー内容
第１回 学術的な文章の構造と読み方
第2回 読書レポートの書き方
第３回 引用のルール1

1・2年生
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この春開催！

for

新入生
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グループ学習室3

郷土資料

A5

A4

A3

図書館の
こんなところが
便利&快適です

あなたにも知ってほしい！ 図書館のススメ
～わたしたち、こんなふうに図書館使ってます！ (中央館編)～

レポートや卒論作成に役立つ情報検索！
学内ネットワークにつながっていれば、いろいろなデータベースが
無料で使えたり、電子ジャーナルの閲覧も可能！
・多数の辞書や百科事典を検索できるジャパンナレッジを
活用しています（人文2回生）
・過去の新聞記事もデータベースで検索可能に（人文3回生）

「マイライブラリ」を活用しよう！
マイライブラリはOPAC（図書館蔵書検索）画面から
自分のID/PWでログイン！ 利用状況の確認や予約
など、様 な々サービスが受けられます！
・ログインしていれば論文の複写依頼や他大学か
ら本の取り寄せが簡単にできるのは便利だと思
います（人文3回生、人文4回生）
・図書館に行かなくてもオンライン上で予約や貸
出延長ができる（人文3回生）

この論文、あの本が必要だけど中央館
にない…そんな時は他の図書館から
取り寄せしよう！
・分館から取り寄せができる（人文3回生）
・オーテピアほか県内図書館から無料で本の取り寄
せができるし、本の返却も高知大の図書館でできる
ので便利（人文4回生）
・他大学からも本や論文のコピーを取り寄せ可能
（人文4回生）

日々の学習に、レポートに、
図書館でプリントアウトできます！
・レポートや授業で使う資料を印刷したいときに、
よく利用しています
（理工1回生）

蓋がしまる飲み物は
持ち込みOKなんです
・蓋付きなら館内で飲み物を飲んでもいい
（人文2回生）

いつでも、どこでも蔵書検索！
・自分のPCやスマホからでも簡単に図書館の
蔵書検索ができる
（理工3回生、人文3回生）

皆さんの大学生活と切っても切れない存在、それが大学図書館。普段どんなふうに利用していますか？
自習だけじゃもったいない！ 図書館の便利なところやおすすめのサービスなど、現役高知大生に聞いてみました。
新入生のみなさんも、ぜひ先輩の利用方法を参考に、どんどん図書館を利用してくださいね！！

・決められた場所以外で、お弁当やお菓子などを食べることは禁止です。
・携帯電話での通話は館外または通話可能なスペースでの利用をお願いします。
・読み終わった図書資料は元の場所に戻してください。
  正しい場所が分らなくなったときは １F総合案内にご返却ください。

現役高知大生に聞いた

1年を通していろいろな企画展示
がある（人文2回生、人文3回生）

いろんな新聞が読めるし、過去の
新聞も所蔵している（理工3回生）

本の貸出も返却もセルフで
できます（人文2回生）

リフレッシュコーナーでは軽食可（人文2回生）

リフレッシュコーナー2

企画展示コーナー3

新聞閲覧コーナー4

守ってほしい！ 図書館のルール

自動貸出返却機「ABC」1

4

1
3

2

ようこそ図書館へ！あなたの今日のご予定は？ １Fではこんなサービスが受けられますよ！1F

◀ ５F：人文科学分野
　 ４F：人文・社会科学分野
　 ３F：自然科学・応用化学分野 

５Fの一部のフロアにはPC使用不可の
サイレントスペースがあります

5階・サイレントスペース

充実した書架と落ち着ける自習スペース。フルに活用してあなたのお気に入りの場所にしてください。3～5F

・２Fにはおしゃべりして
いいスペースがある（人
文3回生）
・ホワイトボードやインタ
ラクティブホワイトボード
も自由に利用できる
（理工3回生）ホワイトボードやインタラクティブホワイト

ボードの利用は申込の必要なし！
誰でもいつでも気軽に利用ができます！

グループで話し合いたいとき、
グループ学習室を利用できる
（人文2回生）

・モノクロなら年間1,000枚まで印刷無料！
（人文2回生・3回生、理工1回生）

共用プリンタ3

アクティブラーニングフロア2

グループ学習室4

教育端末室1

図書館は静かにする場所？ いえいえ！ ちょっとした話し合いから白熱のディスカッションまでワイワイやってます！！2F

2

1 3
3

4
4 （※各コメントに記載している学年は2019年12月時点のものです）

誰もが快適に図書館を利用でき
るよう、ご協力をお願いします！

まだまだある！

書　架
自習スペース

Ｋ



中央館 A5開架 798.507/Dor
所蔵館 配置場所 請求記号

中央館 A5開架 754.9/Tan
所蔵館 配置場所 請求記号

■全国大学ビブリオバトル2019首都決戦
　高知ブロック地区予選会
　ビブリオバトルって何？それは自分のお薦め本を5分間で紹介しあい、投
票するバトルです。今年も全国各地で予選会が開催され、高知大学でも10
月30日にメディアの森2Fアクティブラーニングコーナーで実施しました。バト
ラー（発表者）達は持参してきた本の魅力について熱く語ってくれました。投
票の結果、人文社会科学部の中本達也さんが紹介した『都道府県格差』（造
事務所著）がチャンプ本に選ばれ、12月1日に金高堂書店本店で開かれた高
知地区決戦に出場しました。
　この本を誰かに薦めたい！という方、今年も開催予定です。ぜひ気軽に参
加してみませんか？

■リユースセール開催しました（中央館/医学部分館）
　図書館で不用になった処分本の有効活用のためリユースセールを行いました。
　中央館では10月31日～11月2日の3日間開催。約3000冊の図書・雑誌の販売を行いました。こ
こ数年毎年行われており、このセールを楽しみにされている方も多いようで、初日には30名ほど
が列を作って開場待ちされていました。また、医学部分館でも12月10～12日の3日間、約800冊を
１階ロビーで販売しました。リユースセールの売上は新規図書の購入等、図書館の運営に役立
てています。たくさんのご来場ありがとうございました。今年も開催予定です。

■物部分館
夜間学生スタッフによる企画展示
　物部分館では、夜間学生スタッフによる企画展示を
実施しています。毎回スタッフで話し合いながらテーマ
を決め、おすすめの本を選び、展示をしています。
　本年度は、スタッフのおすすめ本として、スタッフ
が出し合った複数のテーマからスタッフがランダム
に選んだ「学生」、「動物(小説)」、「花」、「空」、「近現
代史」、「冬ごもりの友」「一般向け科学書」、「スポー
ツ選手」に関する図書を選書し、ポップを作成、令和
元年11月8日～令和2年1月31日まで1階ロビーに展
示し、利用してもらいました。

■逝きし世の面影 （日本近代素描（1））　渡辺京二著　葦書房　1998年
　人は究極の淵に立たされたとき、その本質が明らかになる。東北大震災で家族や友が死に家を流され
住むところを失った日本人は、その絶望的な状況のなかでも整然と秩序を守り決して自分勝手にならな
いばかりか、人のために互いが譲りあったという。食物支援の米軍のヘリ操縦士が暴動を恐れて小学校
校庭に着陸したくないと拒んだらしいが、そこに待っていたのは後に世界から称賛されることになる被災
日本人たちの礼儀ただしさであった。日本人は配給食を秩序よく、年寄りや子どもから配りあまつさえ限
られた量しか無かった食物を、すべて取ることを拒み、次の避難先のもっと困窮している人に持って行け
と米軍マリーン兵士に頼んだという。中国や南米の地震被災における暴動や殺人強奪がグローバル基
準である一方、この日本人の感性、行動は何を意味するか。その答えは、渡辺京二著「逝きし世の面影」
にある。明治初頭、異国ジパングにお雇い西洋人たちが見た世界にどこにもない日本人たち。彼らが予言
した失われつつある文明は、現在も残っている。我々は戦後GHQが２度とこの文明が立ち上がらないよ
う、大学を中心とする教育界やマスコミを使って洗脳工作してきた理由もわかる。日本は孤独な国だ。

めでぃもり　 Report高知大生に薦める本

■ドラゴンクエストXを支える技術　青山公士著　技術評論社　2018
　私が読む本の大半は、コンピュータやプログラミングに関する技術書です。そのため、推薦本も技術
書から選んでみました。数十万人がプレイするゲームの世界がどのように作られているのか、ゲーム業
界の業務内容などに興味がある人はぜひ読んでみてください。この本は、ドラゴンクエストXをプレイした
ことがなくても、また技術者でなくても読めるように、基本的な内容から丁寧に解説しています。
　技術書を読み始める時は、全てを理解しようとする必要はありません。よくわからないところは飛ばし
ながら読んで構いません。頭の中でインデックス（索引）を作りながら、とりあえず最後まで目を通すこと
が大切です。メモを取りながら読むのが理想ですが、あとで詳しく知りたくなった時に、あの本に書かれ
ていたなと思い出せるようになっていれば良いのです。この本を練習台に、技術書を読むことに挑戦して
みてはいかがでしょうか

理工学部教員
三好 康夫

推薦者

■端正な折り紙　山口真著　ナツメ社
　新しい趣味として折り紙などはいかがでしょうか。折り紙に興味を持たれる方は少ないですが、やって
みると結構はまってしまいます。特に近年の折り紙の進化はすさまじく、生き物をリアルに再現した作品
や、コンプレックス(複雑)系といわれる折工程の多い作品などが、たくさん生み出されています。この書籍
には、リアルな作品から変わり種まで、それぞれ折り図とともに紹介されています。難易度も100工程を超
える難解なものからやさしいものまで様々です。ぜひ、折り紙の世界に一歩踏み出してみてください。

総合人間自然科学研究科
理学専攻1年
渡部 雄貴

推薦者

医学部分館長
佐野 栄紀

推薦者
所蔵
状況

所蔵
状況

所蔵
状況

表紙の人
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医学部分館 2F書架(一般) 216/ユ
物部分館 南閲一般 210.6/Yuk
中央館 A4集密 平凡社ライブラリ／552（平凡社文庫版）

所蔵館 配置場所 請求記号

■ブックハンティング／ブックリクエストWeek
　ブックハンティングとは、学生さん自身が図書館に置きたい図書を直接本屋さんで選ぶ大変お
得なイベントです。2019年度は以下の日程で行いました。
【中 央 館】8月8日（木）金高堂本店／10月23日（水）生協書店
【医学分館】10月10日（木）金高堂書店医学部店
参加者は44名、選ばれた図書は155冊でした。
【物部分館】10月1日（火）～15日（火）ブックリクエストWeekを実施。
リクエストは18件、選ばれた図書は42冊でした。
　選ばれた図書は、各館のブックハンティングコーナー・ブックリクエストコーナーに置いていま
すので、ぜひ皆さんも手に取ってください。
　今年度も開催予定です。欲しい本がある方は振るってご参加ください！

新しくなったリフレッシュコーナーにて
中央館学生スタッフのお二人です。

左：宮尻悠生（理工学部2年）
右：池田聖菜（人文社会科学部3年）


