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　「あうる」秋号はいかがでしたか？今回のテーマは「みんなの読書スタイル」
です。他の人がいったいどんな本をどんなふうに読んでいるのかちょっと気に
なりませんか？ということで、実際に図書館を利用しているみなさんに（半ば強
引に）アンケートをお願いしてみました。快くアンケートに答えてくださったみな
さん、ありがとうございました。せっかく写真を撮らせてもらったのにうまく撮れ
てなくてごめんなさいm(_ _)m。それぞれの読書スタイルがあって楽しいです
ね。自分の好きな本や自分と同じ読書スタイルが紹介されていたりするとそう
そうと思ったり・・・。今年は国民読書年、キャッチフレーズは「じゃあ、読もう。」
です。今回のオススメ本、じゃあ、読んでみる？
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①みんなにお薦めの本を紹介してください

②あなたのお気に入りの読書スタイルは？

③図書館や読書、本についてひとこと

大調査高知大生みんなの 読書スタイル読書スタイル

◆人文学部　４年

①環境危機をあおってはいけない（ビョルン・ロンボル

グ）、世界石油戦争（広瀬隆）、中国・ロシア同盟がア

メリカを滅ぼす日（北野幸伯）

②風呂上がり・寝る前にゆっくり飲み物でも飲みながら

③メディ森は私の心のふるさとです

◆理学部　３年　P.N.ハチロー

①男道（清原和博）、イチロー論（張本勲）、容疑

者Xの献身（東野圭吾）

②ベットでごろごろしながら

③図書館は快適に読書ができる環境があります

◆教育学部　１年
　るん

①トワイライト（ス
テファニー・ 

メイヤー）

②お風呂あがり、朝
起きてから

③読書はすきです
。本の世界

に魅きこまれる

◆農学部　笠原

①生き方は山が教えてくれました（原伸介）、生きがいの

創造（飯田史彦）、図書館戦争シリーズ（有川浩）

②運転時、信号待ちの時間

③いつもお世話になっています。ありがとうございました

◆総合人間自然科学研究科学科　髙井

①世界怪魚釣行記（武石憲貴）、釣り人の「マジで死ぬ

かと思った」体験談（つり人社出版部）

②夜の研究室、実験の待ち時間

③閉館時間が早いかも

◆人文学部　1年　H.S.

①図書館戦争シリーズ（有川

浩）、シャングリ・ラ（池上永

一）、山月記（中島敦）

②休日ゆったりと・・・

③本はいいものです

◆理学部　２年　
眞明

①読書力（斎藤孝
）

②寝る前にベットの
中で

③本を読んで知識
を

　増やしましょー

◆人文学部　３年　P.N.しも♥

①バトミントンマガジン

②TSUTAYAで立ち読み

③好みの本を読む機会が減っている

ので、夏休みに読みたいです

◆人文学部　３年　あせも

①阿南惟幾伝（沖修二）、大義に死す

（阿部牧郎）

②ベットでゴロゴロしながら

③ゆっくり読書したいー

◆人文学部　１年　ＷＰＳ

①「悩み」の正体（香山リカ）、善と悪

－倫理学への招待（大庭健）、I Love 

You （6人の筆者による短編小説）

②・何の予定も入っていない休日に家

でゴロゴロしなら読む（特にマンガ

とか…）

　・寝る前に布団の上で読む

③メディアの森は勉強しやすい場所

で快適です。大学生のうちにたくさ

ん本を読もうと思います

◆人文学部　１年　ガンダム

①亡国のイージス（福井晴敏）、嗤う伊右衛門（京

極夏彦）

②寝る前に寝床で読みます。運がいいと夢に出て

くるので

③将来はタタミの上で本に埋もれて生きていたい

◆人文学部　１年　もちきよ

①ブレイブ・ストーリー（宮部みゆき）

②暇な時にベッドの上でねながら（ ･́ω･̀）

③ちょっと難しめの本を読めるようになりたいです…！！

◆人文学部　１年
　白石

①青の炎（貴志祐
介）、食堂

かたつむり（小川糸
） 、アリ

スインワンダーラン
ド（リン

ダ・ウールヴァート
ン）

②ジュースを飲み
ながら♪　

おかしを食べなが
ら

③図書館は自習を
するのに

最適でよく利用さ
せていた

だいてます

◆人文学部　１年　ＰＮ（Ｍ）

①サークル オブ マジック（デブ

ラ・ドイル）、バッテリー（あさの

あつこ）、予知夢（東野圭吾）

②夜、寝る前ベットで

③本を読むことで様々な知識を

えることができるので、読書は

大切だと思います。

◆理学部　神崎

①変身（フランツ・
カフカ）、

Ａコース（山田悠介
）

②寝ころんで読む

③推理小説とか好
きです

◆人文学部　２年　P.N.夜のヨット部

①電子書籍の衝撃（佐々木俊尚）、ディンギーセ

ーリング（佃昭二）、セーリング

②スターバックスで、生協の２階で

③本は知識の泉

◆人文学部　２年　P.Nダースベーダー

①三国志（吉川英治）

②クーラーを効かして寝ながら読む

③夏休みを生かして読書にチャレンジしましょう

◆人文学部　１年
　モーン

①海辺のカフカ（村
上春樹）

②高速バスの中で

③静かで素敵な場
所

◆教育学部　３年　す

①Good Luck（アレックス・

ロビラ）

②寝る前

③メディ森オススメです♥

◆農学部　季太郎

①解夏（さだまさし）、明日の記憶（荻原浩）、GO

（金城一紀）

②寝る前、ベットの中で音楽を聴きながら

③本の世界はとても楽しいです

◆農学部　よしお

①リアル鬼ごっこ、親指さがし、オール（すべて山

田悠介）

②寝る前に飲み物を飲みながら…

③とても知識がついて大変勉強になります

◆人文学部　シャルマ頼弥

①ストロベリーナイト（誉田哲也）、ド

ミノ（恩田陸）

②ゆったりまったり、のんびりと…

◆人文学部　hide

②お風呂で読む

③読書は人生の宝になる

◆理学部　２年　ながたく

①告白（湊かなえ）、あひるの空（日向武史）、

GIANT KILLING（ツジトモ）

②寝ながらいっきに読む

③時間を忘れられる！！

◆理学部　２年　
白樫

①モチモチの木（
斎藤隆

介）

②クーラーをつけ
てふと

んをかぶりながらみ
る

③みんな図書館を
利用し

よう！！

◆人文学部　２年
　丼

①魔術士オーフェ
ン（秋田

禎信）、はてしない
物語

（ミヒャエル・エン
デ）　

…選べない！

②自宅の居間で、
飼い犬を

となりに麦茶をの
みなが

らじこじこ読むの
がステ

キです

③もっと本を読む
時間が

欲しい（><）

◆教育学部　入野

①エンキョリレンアイ（小

手鞠るい）

②授業の合間の空き時

間、バイト中（現実から

逃れられます）

③自分では経験できない

ことなどを本を読むこ

とで自分のものにでき

る魔法の教科書です

◆農学部　３年　大石

①地球の食卓（ピーター・メンツェ

ル）、あやしい船医、南太平洋をゆ

く（永井明）、こころ（夏目漱石）

②本屋さんで本を買って、一日かけて

全部、一気に読みきるスタイルが好

きです。一冊終わるまで、他の作業

は一切手につかなくなりますが…

③図書館の管理員さんが気さくな方

で本の貸出手続きの時に会話を楽

しんだりします。それ目当てに通っ

てたりして…

◆農学部　４年　
ケニー

①天使と悪魔（ダ
ン・ブラウン）、図

書

館戦争シリーズ（有
川浩）、三国志

②できる限り快適
な空間を作って読

む

③就活に読書は有
利だと思う。何に活

用できるかわから
ないし、とりあえず

読んで損はないん
じゃないかな

みなさん、最近、本を読んでますか？今年、2010年は国民読書年です。そこで

今回は高知大生の読書スタイルをリサーチしてみました。各図書館の利用者に

オススメの本とお気に入りの読書スタイルを紹介してもらいました。
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大調査高知大生みんなの読書スタイル

高知大生みんなの読書スタイル

他にも大勢の方が協力してくれま
した！

◆医学部　C.Y.

①脳の中の幽霊（V.S. ラマ

チャンドラン）、美丘（石

田衣良）

②寝る前ベットの中で

③本大好きです

◆医学部　２年　
M

①DIVE！！（森絵
都）、

IKKO女の法則、林
真

理子の本

②静かな所で、ジ
ュース

を飲みながら

③本はすばらしい
◇◇
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　T

①カラフル（森絵
都）、ハリー・

ポッター（J. K. ロー
リング）

②自分の部屋で

③図書館は好きで
す

◆理学部　３年　
久川

①ペンギン・ハイウ
ェイ（森見登美彦

）、檸檬

（梶井基次郎）

②クーラーがんがん
の部屋で、もしくは図

書館で

③大好きです！

◆理学部　３年　
マッキー

①ダレン・シャン（ダ
レン シャン）、ハリー・

ポッター

（J. K. ローリング）

②クーラーのかか
った部屋でゆっくり

読む

③もっと本を増やし
て欲しいです（^-^

）

◆人文学部　２年　R

①MOMENT（本多孝好）、

MISSING（本多孝好）、

800（川島誠） 

②家の中でゴロゴロしながら

③もっと色 な々本を読んで

みたいです

◆教育学部　１年　Y.Y

①ホンモノの文章力（樋口裕一）[文

書の書き方etc.書いてありとても

参考になります。「型」で説明して

いるので分かりやすいです]

②読みたいと思った時にしっかり読

む。逆にベットでゴロゴロしながら

リラックスして軽い気持ちで読む

のもいいと思う

③映像もいいけど、たまには字を読

むということも大事だと思う。あと

は、元の本を映像では全て再現

できないから、やはりそういう点で

も読書は大事じゃないでしょうか

◆人文学部　２年　なかひ
①三国志（吉川英治）、貧困の克服（アマルティ・アン・
セン）、地球の歩き方
②夜寝れないときに活字をながめるとすぐに眠くなりま
す。なので、ベットの横に本は常備しています
③本は自分の世界を広げてくれる重要なツールです。こ
れからも本との付き合いを大切にします

◆人文学部　２年　ニンニン
①窓ぎわのトットちゃん（黒柳徹子）、幸福らしきもの（原
田宗典）
②日常生活に関するおもしろそう、楽しめそうな本、雑
誌だけではなく、生活の百科事典みたい
③ベストセラーのリストがあったら、便利だなあと思います

◆理学部　１年　P.N・メド
①ＤＩＶＥ!!（森絵都）、ボッコちゃん（星新一）
②夜寝る前にベットの上でひたすら読む！
③最近忙しくて全然読書をしていないので、夏休みにた
くさん本を読みたいと思います

◆医学部　修士　わんこ
①COLORS
②コーヒーを飲みながら
③楽しい

◆人文学部　Yone
①ダヴィンチ・コード（ダン・ブラウン）、カーネギー、ドラ
ッカー
②家で、喫茶店で

◆人文学部　おかもと
①兄弟－追憶のhide（松本裕士）、戦艦武蔵の最期
（渡辺清）、戦艦大和の最期（吉田満）
②授業前、先生が来るまでの間
③ほっとこうち置いてましたっけ？

◆教育学部　２年　K.K.
①蝉しぐれ（藤沢周平）
②時間がとれる時、静かな所で
③私語の禁止をもう少し厳しくして頂きたいです。

◆理学部　２年　リュウ
①ワンピース（尾田栄一郎）
②家でねころがって
③マンガ好きです

◆理学部　K.K
①１４歳からの哲学（池田晶子）、99.9％は仮説（竹内
薫）
②こだわりは特にないです
③読書は落ち着いた時間を楽しめるので好きです

◆理学部　３年　T.Y
①モリソンボイド有機化学（上）（中）（下）
②コーヒーを飲みながら
③本は人を育てます

◆理学部　３年　T.O
①ボルハルト・ショワー有機化学　（上）（下）（解答）
②テスト前にお茶のみながら
③専門書しかわからない

◆人文学部　４年　S
①三匹のおっさん（有川浩）
②喫茶店などでコーヒーを飲みながら
③読書は時間を使うのに値するものだと思います

◆理学部　３年　Y
①壊色 （町田康）、カイン（中島義道）、恋蕊（瀬戸内晴美）
②夜寝る前にベットの中で、雨の休日にベットを整理して
寝そべりながらが好きです

③読書は自分の中に空白のスペースを作ってくれるので好
きです。もっと読書の時間が増やせたらと思います

◆教育学部　３年　こなつ
①父の詫び状（向田邦子）
②涼しい（暖かい）ところ
③もっと本を読みます！

◆人文学部　３年　律子
①獣の奏者（上橋菜穂子）、日本人の知らない日本語
（蛇蔵）
②音楽を聴きながら、寝る前
③時間のあるうちに多くの本を読みたいです

◆
①はてしない物語（ミヒャエル・エンデ）、スクラップド・プリ
ンセス（榊一郎）、檸檬（梶井基次郎）
②一日中何も無い予定を無理に作ってでもごろごろし
ながら読書
③話す人がうるさいので、図書館の雰囲気が悪くなりそ
うです。ベストセラーをもう少し増やしてほしいです。

◆　理学部　２年　応用化学
①星の王子さま（サン＝テグジュペリ）、ハリー・ポッター（J. K. 
ローリング）、ダレン・シャン（ダレン・シャン）
②寝ながら

◆
①インシテミル、ボトルネック、犬はどこだ（すべて
米澤穂信）
②タバコを吸いながら
③ちくまを入れて欲しい

◆
①チーム・バチスタの栄光、ジェネラル・ルージュ
の凱旋（すべて海堂尊）
②通学途中の汽車の中で読んでいます
③最近、図書館で勉強している自分が好きです

◆医学部　１年　H.O
①人間失格（太宰治）、赤ちゃん学を知っています
か？（産経新聞「新赤ちゃん学」取材班）、ゴール
デンボーイ（スティーヴン・キング）
②休日の午後

◆医学部　２年　M
①ハリー・ポッターシリーズ（J. K. ローリング）
②電車、病院など何かの待ち時間
③たまに忙しいストレスフルな日常生活からぬけだし
て読書をすることも必要だと思います。読書を通
じて新たな世界や考え方が広がると思います！！

◆医学部　１年　S
①白夜行（東野圭吾）、金閣寺（三島由紀夫）
②ソファーでくつろぎながら
③勉強するには読書は敵です

◆医学部　１年　そうすけ
①ドミノ、六番目の小夜子（すべて恩田陸）
②ベットの上で本を読む！！
③読書は人生の糧になると思います

◆医学部
①全宇宙誌（松岡正剛）、漢聲雑誌（台湾の文化
誌）、velocity（高知のculture誌）
②お風呂のバスタブの中で
　友達とコーヒーをのみながら２人で静かにちが
う本を読む
③「本を読んでいるなー」と思う人は話し言葉の選
び方や使い方に１つ１つセンスや重みを感じます

◆医学部　２年　yahoo
①源氏物語（紫式部）、徒然草（吉田兼好）、枕草
子（清少納言）
②試験前のギリギリのとき

◆農学専攻　修士１年　香夜
①ランナー（あさのあつこ）、「本の姫」は謳う（多
崎礼）、死神の精度（伊坂幸太郎）
②実験の待ち時間にリフレッシュをかねて。一気に
読みたい本は休日に家でのんびりと
②面白い本は一生の宝物です（笑）

◆大学院　井上
①日本人の知らない日本語（蛇蔵）
②家でゴロゴロしながら

◆農学部　４年　学部生徒
①君たちはどう生きるか（吉野源三郎）[最近読み
ましたが、社会生活を営む上での心に留めてお
くべき大変重要なことがふんだんに書かれてお
り、久しぶりに読む価値があった本でした]
②研究室で静かにゆったりと本を読んで過ごす
③農学部図書館は本をリクエストするとすぐに入れ
てくれるので、自分ではなかなか買えない本を読む
ことができて大変役に立っており感謝しています

◆
①刀語（西尾維新）、白鳥異伝（荻原規子）、薄紅
天女（荻原規子）
②寝る前に少しずつ読んでいく
③新しい世界への扉

◆農学部　２年　×××
①告白（湊かなえ）、重力ピエロ（伊坂幸太郎）、悪
人（吉田修一）
②家
③本をもっと増やして欲しいです

◆農学部　４年　なっちゃん
①はらぺこあおむし（エリック＝カール）
②休日１日ひまな日にゆっくり読む
③知識を増やしたり、いろいろ学べます

◆農学部　３年　流域太朗
①手紙（東野圭吾）、ノルウェイの森（村上春樹）、
海辺のカフカ（村上春樹）
②休日の午後
③オススメコーナーを増やして欲しいです

◆農学部　３年　流域太朗
①ギャクマンガ日和（増田こうすけ）、黒いラブレタ
ー（東谷文仁）
②テレビ見ながら…
③オススメのコーナーを増やして欲しいです

◆教育学部

３年　UFO

②部屋でゆっくり

　電車で長時間

　移動のとき

◆理学部　１年　武島

①ライヴ（山田悠介）

②休日、部屋で１人ソファーに座りながら

③本は国語力をUPさせる

◆理学部　１年　M

①チームバチスタの栄光（海堂尊） 

②喫茶店で１人で読む

③本は良い

◆教育学部　１年　しょこたん

①ナラタージュ（島本理生）、肩ごしの恋人（唯川

恵）、白夜行（東野圭吾）

②ベットの上でごろごろしながら時間も気にせず読む

③あたしは本が大好きなので、図書館の存在はあり

がたい。読む機会が増えるので最高です。みんなも

本読みましょう！

◆教育学部　１年　借暮らし

①最近読んでないので…

②ベットの上でのんびり

③もっと本を読むようにします！

◆医学部　２年　B095B051U（・∀・）

①人間失格（太宰治）、ナラタージュ（島本理生）、きみの友だち（重松清）

②夜中に部屋を真っ黒にして読む

③図書館すごく好きです

◆医学部　２年　みどりのくま

①孤宿の人（宮部みゆき）、巷説百物語（京極夏彦）、ネシャンサーガ（ラルフ・イ

ーザウ）

②夜更かしして読む！

③専門書に古いものが多くて不便です。もっと新しい本を入れて欲しいです

◆医学部　２年　あいすもーりー

①ハッピーバースデー（青木和雄）、忘れ雪（新堂冬樹）、模倣犯（宮部みゆき）

②休日の午後、家でイスに座ってゆっくりしている時にミルクティーを飲み

ながら

③色 と々考えさせられたり、感動したり、時間を忘れて楽しめます！！

　広報誌「あうる」のキャラクター「あうるくん」
のメモ帳をつくりました。
　赤と緑の２種類です。これからのイベントな
どでも配る予定です。

読書の秋、芸術の秋ということで、今年も図書館所蔵資料
の展示会を開催します。今年は本学で初めて、卒業生の方
等に現役学生・教職員と交流を深めていただく機会として、
ホームカミングデイ（11月27日）が開かれます。これにあわせ
て懐かしい高知の風景を描いた美しい版画「土佐三十絵
図」を展示します。

「土佐三十絵図」で巡るなつかしの高知
期間：１１月２５日（木）～１２月１日（水）
　　 ９：００～２１：００
場所：高知大学朝倉キャンパス
　　  高知大学メディアの森 1F

「土佐三十絵図」は高知県出身の坂本義信氏による木版
画作品で、昭和初期の高知県の東から西までの３０カ所の
風景と風俗を淡く優しい色彩で描いています。作品と同じ場
所の現在の写真も合わせて展示します。両者を比較して、時
代の流れに思いを馳せるのも楽しいのではないでしょうか？

◆農学部　３年　案ちゃん

①アルケミスト－夢を旅した少年－（パウロ・コエ

ーリョ）、安土往還記（辻邦生）、家守奇譚（梨

木香歩）

②いつでもどこでも読書♪

③本がこの世に存在して良かった！読書万歳！！

◆農学部　ＡＢちゃん

①世界奇食大全（杉岡幸徳）、図書館戦争（有川

浩）、清村くんと杉小路くんと（土塚理弘）

②ねる前

◆農学部　３年　みー君

①やさしい統計学の本 まなぶ（菅民郎）、フラン

ス文学－名作と主人公（加藤民男）、日本史の

おさらい（山田淳一）

②机の上に足のっけながら…

③水飲み場がほしいです

◆農学部　３年　流域花子

①箱男（安部公房）、甲賀忍法帖（山田風太郎）

◆農学部　３年　山本

①「つまずき」のなかの哲学

（山内志朗）、動的平衡

（福岡伸一）

②寝る前

③もっといっぱい本があった

らいいと思います。特に文

学系の本をもっと増やして

ほしいです

◆農学部　２年　おかちゃん

①バッテリー（あさのあつこ）

②家でゴロゴロしながら

③本がおいてあるところが、少し暗く

本を選んだり探したりしづらいです

◆農学部　２年　ねぇさん

①生物と無生物のあいだ（福岡伸一）

②休日、時間に余裕があるときに家で

③図書館は静かで落ち着きます。　

本を読むと世界が広がる

◆農学部　３年　さき

①もやしもん（石川雅之）

②マイルームで寝ころんで

③読書タイム最高↑↑

◆医学部　２年　濱川

①バトル・ロワイアル（高見広春）、白夜行

（東野圭吾）

②夜ベットの上で読書をするのが好きです

③小説が基本すきです

◆理学部　４年　Kitty

②ベットでねながら読む

③本はあいた時間をうめて

くれるいいものです

総合情報センター（図書館）
特別資料展のお知らせ

「あうるくんメモ帳」が
できました！！



大調査高知大生みんなの読書スタイル

高知大生みんなの読書スタイル

他にも大勢の方が協力してくれま
した！

◆医学部　C.Y.

①脳の中の幽霊（V.S. ラマ

チャンドラン）、美丘（石

田衣良）

②寝る前ベットの中で

③本大好きです

◆医学部　２年　
M

①DIVE！！（森絵
都）、

IKKO女の法則、林
真

理子の本

②静かな所で、ジ
ュース

を飲みながら

③本はすばらしい
◇◇

◆教育学部　１年
　T

①カラフル（森絵
都）、ハリー・

ポッター（J. K. ロー
リング）

②自分の部屋で

③図書館は好きで
す

◆理学部　３年　
久川

①ペンギン・ハイウ
ェイ（森見登美彦

）、檸檬

（梶井基次郎）

②クーラーがんがん
の部屋で、もしくは図

書館で

③大好きです！

◆理学部　３年　
マッキー

①ダレン・シャン（ダ
レン シャン）、ハリー・

ポッター

（J. K. ローリング）

②クーラーのかか
った部屋でゆっくり

読む

③もっと本を増やし
て欲しいです（^-^

）

◆人文学部　２年　R

①MOMENT（本多孝好）、

MISSING（本多孝好）、

800（川島誠） 

②家の中でゴロゴロしながら

③もっと色 な々本を読んで

みたいです

◆教育学部　１年　Y.Y

①ホンモノの文章力（樋口裕一）[文

書の書き方etc.書いてありとても

参考になります。「型」で説明して

いるので分かりやすいです]

②読みたいと思った時にしっかり読

む。逆にベットでゴロゴロしながら

リラックスして軽い気持ちで読む

のもいいと思う

③映像もいいけど、たまには字を読

むということも大事だと思う。あと

は、元の本を映像では全て再現

できないから、やはりそういう点で

も読書は大事じゃないでしょうか

◆人文学部　２年　なかひ
①三国志（吉川英治）、貧困の克服（アマルティ・アン・
セン）、地球の歩き方
②夜寝れないときに活字をながめるとすぐに眠くなりま
す。なので、ベットの横に本は常備しています
③本は自分の世界を広げてくれる重要なツールです。こ
れからも本との付き合いを大切にします

◆人文学部　２年　ニンニン
①窓ぎわのトットちゃん（黒柳徹子）、幸福らしきもの（原
田宗典）
②日常生活に関するおもしろそう、楽しめそうな本、雑
誌だけではなく、生活の百科事典みたい
③ベストセラーのリストがあったら、便利だなあと思います

◆理学部　１年　P.N・メド
①ＤＩＶＥ!!（森絵都）、ボッコちゃん（星新一）
②夜寝る前にベットの上でひたすら読む！
③最近忙しくて全然読書をしていないので、夏休みにた
くさん本を読みたいと思います

◆医学部　修士　わんこ
①COLORS
②コーヒーを飲みながら
③楽しい

◆人文学部　Yone
①ダヴィンチ・コード（ダン・ブラウン）、カーネギー、ドラ
ッカー
②家で、喫茶店で

◆人文学部　おかもと
①兄弟－追憶のhide（松本裕士）、戦艦武蔵の最期
（渡辺清）、戦艦大和の最期（吉田満）
②授業前、先生が来るまでの間
③ほっとこうち置いてましたっけ？

◆教育学部　２年　K.K.
①蝉しぐれ（藤沢周平）
②時間がとれる時、静かな所で
③私語の禁止をもう少し厳しくして頂きたいです。

◆理学部　２年　リュウ
①ワンピース（尾田栄一郎）
②家でねころがって
③マンガ好きです

◆理学部　K.K
①１４歳からの哲学（池田晶子）、99.9％は仮説（竹内
薫）
②こだわりは特にないです
③読書は落ち着いた時間を楽しめるので好きです

◆理学部　３年　T.Y
①モリソンボイド有機化学（上）（中）（下）
②コーヒーを飲みながら
③本は人を育てます

◆理学部　３年　T.O
①ボルハルト・ショワー有機化学　（上）（下）（解答）
②テスト前にお茶のみながら
③専門書しかわからない

◆人文学部　４年　S
①三匹のおっさん（有川浩）
②喫茶店などでコーヒーを飲みながら
③読書は時間を使うのに値するものだと思います

◆理学部　３年　Y
①壊色 （町田康）、カイン（中島義道）、恋蕊（瀬戸内晴美）
②夜寝る前にベットの中で、雨の休日にベットを整理して
寝そべりながらが好きです

③読書は自分の中に空白のスペースを作ってくれるので好
きです。もっと読書の時間が増やせたらと思います

◆教育学部　３年　こなつ
①父の詫び状（向田邦子）
②涼しい（暖かい）ところ
③もっと本を読みます！

◆人文学部　３年　律子
①獣の奏者（上橋菜穂子）、日本人の知らない日本語
（蛇蔵）
②音楽を聴きながら、寝る前
③時間のあるうちに多くの本を読みたいです

◆
①はてしない物語（ミヒャエル・エンデ）、スクラップド・プリ
ンセス（榊一郎）、檸檬（梶井基次郎）
②一日中何も無い予定を無理に作ってでもごろごろし
ながら読書
③話す人がうるさいので、図書館の雰囲気が悪くなりそ
うです。ベストセラーをもう少し増やしてほしいです。

◆　理学部　２年　応用化学
①星の王子さま（サン＝テグジュペリ）、ハリー・ポッター（J. K. 
ローリング）、ダレン・シャン（ダレン・シャン）
②寝ながら

◆
①インシテミル、ボトルネック、犬はどこだ（すべて
米澤穂信）
②タバコを吸いながら
③ちくまを入れて欲しい

◆
①チーム・バチスタの栄光、ジェネラル・ルージュ
の凱旋（すべて海堂尊）
②通学途中の汽車の中で読んでいます
③最近、図書館で勉強している自分が好きです

◆医学部　１年　H.O
①人間失格（太宰治）、赤ちゃん学を知っています
か？（産経新聞「新赤ちゃん学」取材班）、ゴール
デンボーイ（スティーヴン・キング）
②休日の午後

◆医学部　２年　M
①ハリー・ポッターシリーズ（J. K. ローリング）
②電車、病院など何かの待ち時間
③たまに忙しいストレスフルな日常生活からぬけだし
て読書をすることも必要だと思います。読書を通
じて新たな世界や考え方が広がると思います！！

◆医学部　１年　S
①白夜行（東野圭吾）、金閣寺（三島由紀夫）
②ソファーでくつろぎながら
③勉強するには読書は敵です

◆医学部　１年　そうすけ
①ドミノ、六番目の小夜子（すべて恩田陸）
②ベットの上で本を読む！！
③読書は人生の糧になると思います

◆医学部
①全宇宙誌（松岡正剛）、漢聲雑誌（台湾の文化
誌）、velocity（高知のculture誌）
②お風呂のバスタブの中で
　友達とコーヒーをのみながら２人で静かにちが
う本を読む
③「本を読んでいるなー」と思う人は話し言葉の選
び方や使い方に１つ１つセンスや重みを感じます

◆医学部　２年　yahoo
①源氏物語（紫式部）、徒然草（吉田兼好）、枕草
子（清少納言）
②試験前のギリギリのとき

◆農学専攻　修士１年　香夜
①ランナー（あさのあつこ）、「本の姫」は謳う（多
崎礼）、死神の精度（伊坂幸太郎）
②実験の待ち時間にリフレッシュをかねて。一気に
読みたい本は休日に家でのんびりと
②面白い本は一生の宝物です（笑）

◆大学院　井上
①日本人の知らない日本語（蛇蔵）
②家でゴロゴロしながら

◆農学部　４年　学部生徒
①君たちはどう生きるか（吉野源三郎）[最近読み
ましたが、社会生活を営む上での心に留めてお
くべき大変重要なことがふんだんに書かれてお
り、久しぶりに読む価値があった本でした]
②研究室で静かにゆったりと本を読んで過ごす
③農学部図書館は本をリクエストするとすぐに入れ
てくれるので、自分ではなかなか買えない本を読む
ことができて大変役に立っており感謝しています

◆
①刀語（西尾維新）、白鳥異伝（荻原規子）、薄紅
天女（荻原規子）
②寝る前に少しずつ読んでいく
③新しい世界への扉

◆農学部　２年　×××
①告白（湊かなえ）、重力ピエロ（伊坂幸太郎）、悪
人（吉田修一）
②家
③本をもっと増やして欲しいです

◆農学部　４年　なっちゃん
①はらぺこあおむし（エリック＝カール）
②休日１日ひまな日にゆっくり読む
③知識を増やしたり、いろいろ学べます

◆農学部　３年　流域太朗
①手紙（東野圭吾）、ノルウェイの森（村上春樹）、
海辺のカフカ（村上春樹）
②休日の午後
③オススメコーナーを増やして欲しいです

◆農学部　３年　流域太朗
①ギャクマンガ日和（増田こうすけ）、黒いラブレタ
ー（東谷文仁）
②テレビ見ながら…
③オススメのコーナーを増やして欲しいです

◆教育学部

３年　UFO

②部屋でゆっくり

　電車で長時間

　移動のとき

◆理学部　１年　武島

①ライヴ（山田悠介）

②休日、部屋で１人ソファーに座りながら

③本は国語力をUPさせる

◆理学部　１年　M

①チームバチスタの栄光（海堂尊） 

②喫茶店で１人で読む

③本は良い

◆教育学部　１年　しょこたん

①ナラタージュ（島本理生）、肩ごしの恋人（唯川

恵）、白夜行（東野圭吾）

②ベットの上でごろごろしながら時間も気にせず読む

③あたしは本が大好きなので、図書館の存在はあり

がたい。読む機会が増えるので最高です。みんなも

本読みましょう！

◆教育学部　１年　借暮らし

①最近読んでないので…

②ベットの上でのんびり

③もっと本を読むようにします！

◆医学部　２年　B095B051U（・∀・）

①人間失格（太宰治）、ナラタージュ（島本理生）、きみの友だち（重松清）

②夜中に部屋を真っ黒にして読む

③図書館すごく好きです

◆医学部　２年　みどりのくま

①孤宿の人（宮部みゆき）、巷説百物語（京極夏彦）、ネシャンサーガ（ラルフ・イ

ーザウ）

②夜更かしして読む！

③専門書に古いものが多くて不便です。もっと新しい本を入れて欲しいです

◆医学部　２年　あいすもーりー

①ハッピーバースデー（青木和雄）、忘れ雪（新堂冬樹）、模倣犯（宮部みゆき）

②休日の午後、家でイスに座ってゆっくりしている時にミルクティーを飲み

ながら

③色 と々考えさせられたり、感動したり、時間を忘れて楽しめます！！

　広報誌「あうる」のキャラクター「あうるくん」
のメモ帳をつくりました。
　赤と緑の２種類です。これからのイベントな
どでも配る予定です。

読書の秋、芸術の秋ということで、今年も図書館所蔵資料
の展示会を開催します。今年は本学で初めて、卒業生の方
等に現役学生・教職員と交流を深めていただく機会として、
ホームカミングデイ（11月27日）が開かれます。これにあわせ
て懐かしい高知の風景を描いた美しい版画「土佐三十絵
図」を展示します。

「土佐三十絵図」で巡るなつかしの高知
期間：１１月２５日（木）～１２月１日（水）
　　 ９：００～２１：００
場所：高知大学朝倉キャンパス
　　  高知大学メディアの森 1F

「土佐三十絵図」は高知県出身の坂本義信氏による木版
画作品で、昭和初期の高知県の東から西までの３０カ所の
風景と風俗を淡く優しい色彩で描いています。作品と同じ場
所の現在の写真も合わせて展示します。両者を比較して、時
代の流れに思いを馳せるのも楽しいのではないでしょうか？

◆農学部　３年　案ちゃん

①アルケミスト－夢を旅した少年－（パウロ・コエ

ーリョ）、安土往還記（辻邦生）、家守奇譚（梨

木香歩）

②いつでもどこでも読書♪

③本がこの世に存在して良かった！読書万歳！！

◆農学部　ＡＢちゃん

①世界奇食大全（杉岡幸徳）、図書館戦争（有川

浩）、清村くんと杉小路くんと（土塚理弘）

②ねる前

◆農学部　３年　みー君

①やさしい統計学の本 まなぶ（菅民郎）、フラン

ス文学－名作と主人公（加藤民男）、日本史の

おさらい（山田淳一）

②机の上に足のっけながら…

③水飲み場がほしいです

◆農学部　３年　流域花子

①箱男（安部公房）、甲賀忍法帖（山田風太郎）

◆農学部　３年　山本

①「つまずき」のなかの哲学

（山内志朗）、動的平衡

（福岡伸一）

②寝る前

③もっといっぱい本があった

らいいと思います。特に文

学系の本をもっと増やして

ほしいです

◆農学部　２年　おかちゃん

①バッテリー（あさのあつこ）

②家でゴロゴロしながら

③本がおいてあるところが、少し暗く

本を選んだり探したりしづらいです

◆農学部　２年　ねぇさん

①生物と無生物のあいだ（福岡伸一）

②休日、時間に余裕があるときに家で

③図書館は静かで落ち着きます。　

本を読むと世界が広がる

◆農学部　３年　さき

①もやしもん（石川雅之）

②マイルームで寝ころんで

③読書タイム最高↑↑

◆医学部　２年　濱川

①バトル・ロワイアル（高見広春）、白夜行

（東野圭吾）

②夜ベットの上で読書をするのが好きです

③小説が基本すきです

◆理学部　４年　Kitty

②ベットでねながら読む

③本はあいた時間をうめて

くれるいいものです

総合情報センター（図書館）
特別資料展のお知らせ

「あうるくんメモ帳」が
できました！！



表紙の人

気楽に足を運んで
もらえれば、我々が
皆さんのご利用を
サポートします。

ご存じですか？ MyLibrary

4人から
一言

①図書館貸出状況であなたの現在の貸出・予
約状況などが確認できます。図書の返却期限
を延長するには貸出をクリック！

②NII（国立情報研究所）での検索結果が表示
されます。求める資料があれば該当の図書を
クリック！

③詳しい情報が表示されます。右上の　　を
　クリックすると下にスクロールされます。
　“詳細情報”の下、“ILL貸借依頼”の　　　　　 　を
　クリック！

④利用者認証の画面から依頼情報入力画面に進みます。
指示に従い入力していくと依頼ができます。
　依頼した内容はあなたのMyLibraryで確認や取消ができ
ます。

　そのほかMyLibraryの詳しいマニュアルは
　　   図書館ホームページ
　http://www.lib.kochi-u.ac.jp/faq/webservice.htm
　を見てね。

①求める資料がOPACでヒットしなかった場合、
　　　　　　  をクリック！

③貸出図書の詳細が出てきます。
　一番下の この資料の貸出更新をする  を
　クリックすると貸出期限の延長ができます。

②現在貸出中の図書のリストが
表示されるので、貸出期限を
延長したい図書をクリック！

OPACサイドバーにある利用者サービスのMyLibraryから全学認証ID/
パスワードでログイン。右の画面が表示されます。マイライブラリの画面
はあなた自身でカスタマイズ可能です。

MyLibraryは図書館のWebサービスです。Webから他機関からの本の借受（相互貸借）や論文コピーの取寄せ
（文献複写）の依頼ができたり、貸出・予約状況の確認ができたりします。またインターネットを通じてアクセス
できる資料・検索ツールなどを、あなた自身が使いやすいようにカスタマイズできます。あなただけのWeb上の
図書館窓口として利用してください。今回はログイン方法と画面説明、貸出図書の返却期限の延長、相互貸借
の依頼方法を紹介します。  MyLibraryを活用して図書館の達人を目指しましょう！

探している図書が高知大学のOPACを検索してもなかった場合は、

他機関にある図書を取寄せることができます。

1.ログイン方法と画面の説明

2.貸出図書の返却期限の延長

3.貸借（学外からの図書の取寄せ）の申し込み

※貸出図書がすでに期限を過ぎて
延滞になっている場合、貸出図書
に予約が入っている場合の延長
はできないので注意してね。

今回は農学部分館の学生
スタッフの皆さんです。
（写真左から）

川村 　智さん
（総合人間自然科学研究科農学専攻）

笠原 秀行さん
（農学部農学科）

増馬 義裕さん
（総合人間自然科学研究科農学専攻）

吐山 裕記さん
（総合人間自然科学研究科農学専攻）

※往復の送料が自己負担になります。
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みんなの読書スタイル
目 次

｜編｜集｜後｜記｜

P.1-4 大調査 高知大生 みんなの読書スタイル
P.4 資料展  「土佐三十絵図」で巡るなつかしの高知
P.5 ご存じですか？ MyLibrary
P.7 めでぃもりだより

　「あうる」秋号はいかがでしたか？今回のテーマは「みんなの読書スタイル」
です。他の人がいったいどんな本をどんなふうに読んでいるのかちょっと気に
なりませんか？ということで、実際に図書館を利用しているみなさんに（半ば強
引に）アンケートをお願いしてみました。快くアンケートに答えてくださったみな
さん、ありがとうございました。せっかく写真を撮らせてもらったのにうまく撮れ
てなくてごめんなさいm(_ _)m。それぞれの読書スタイルがあって楽しいです
ね。自分の好きな本や自分と同じ読書スタイルが紹介されていたりするとそう
そうと思ったり・・・。今年は国民読書年、キャッチフレーズは「じゃあ、読もう。」
です。今回のオススメ本、じゃあ、読んでみる？
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