図書館利用を推進するため

・学修支援
自分の学習経験や専門分野を活かして資料活用のアドバイス
・IT 機器のサポート
図書館内設置 PC への諸対応
PC の基本や Word,

Excel、PowerPoint 等の操作支援

・文献の検索から入手まで
OPAC やデータベースを使った図書館資料や論文の検索方法
・留学生のサポート
窓口対応、留学生向け図書館利用ガイド（パンフレット）等の
作成補助 等
募集人員
募集対象
募集期間
勤務期間

勤務時間
採用方法
提出書類

若干名
大学院生
平成２６年２月２４日（月）～３月７日（金）
平成２６年５月１日（木）～平成２７年２月２８日（土）
月２０時間程度
※但し長期休業中期間（８月１１日～９月３０日、
１２月２５日～１月９日）及び図書館休館日を除く。
平日１６：００～１９：００ 3 時間
書類選考の上、面接を実施
履歴書

提出先
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村上海賊の娘

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1402/mf_ne
ws_00.html

信長 対 本願寺である「木津川合戦」が舞台。
主人公は、能島・因島・来島の三島村上海賊の筆
頭能島村上の姫君である景。「悍婦で醜女」と描
写される 20 歳の嫁の貰い手のいない女性。舞台
では、毛利方に協力した村上海賊が兵糧入れをす
る・・・。史実に基づく一大巨篇。

d design travel 3

：大阪 = Osaka

呑んで、食べて、買って、泊まった２泊３日の
デザイン旅行！！池田・大阪・門真・吹田・豊
中・東大阪・南河内・箕面を紹介。安藤忠雄さ
んが大阪に思うことなど、大阪のグラフィック
ガイドムックです。
シリーズ継続購入中！！

ランチのアッコちゃん
屈託を抱える OL の三智子。彼女のランチタ
イムは一週間、有能な上司「アッコ女史」の
指令のもとに置かれた。大手町までジョギン
グで行き、移動販売車の弁当を買ったり、美
味しいカレー屋を急遽手伝うことになった
り。そのうち、なんだか元気が湧いている自
分に気付いて・・・。読んでおいしい短編集。

農林水産省の広報誌です。
「aff
（あふ）」
は、agriculture（農業）、
forestry
（林業）、fisheries（水産業）の頭文字をとっ
たタイトルです。２月号の特集は、ユネスコ
無形文化遺産へ登録の「和食」です。

セフルム
公益財団法人朝鮮奨学会が発行する奨学
生だよりです。講演会「朝鮮半島とは何か」
の中で、小倉紀蔵（京都大学教授）さんは、
「この社会をよくすることに関して出自
に関係なく対等に意見を言い合いそこに
参加していける社会をつくらなければい
けない」と、話されています。

九州の森と林業
http://www.ffpri.affrc.go.jp/kys/research/kan
kou/kysmr/index.html

森林総合研究所九州支所の広報誌です。研究
の成果をできるだけ早く広く活用してもらう
目的で発行されています。九州支所の所在地
は立田山です。「森の展示館」があります。

「本屋大賞 2014」

コミュニケーションワード

本屋大賞とは？

「創造する森 挑戦する炎」の額装を展示

『「本屋大賞」は、新刊書の書店で働く書店員の投票で決定するも
のです。過去一年の間、書店員自身が自分で読んで「面白かった」
、
「お
客様にも薦めたい」
、
「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票し
ます。また「本屋大賞」は発掘部門も設けます。この「発掘部門」は

画家 井上雄彦氏に揮毫いただいた熊本大学コミュニケーションワー
ド「創造する森 挑戦する炎」の額装を附属図書館中央館一階ロビーに
展示しました。是非ご覧ください。

既刊本市場の活性化を狙ったもので、過去に出版された本のなかで、
時代を超えて残る本や、今読み返しても面白いと書店員が思った本を
選びます。』大賞ホームページより。
スケジュール
・2 月 28 日（金） 二次投票締め切り
・4 月 8 日（火） 大賞作品、発掘部門、翻訳小説部門の結果発表
2014 年のノミネート作品 （50 音順）
・教場 ／ 長岡弘樹（著） 小学館
・去年の冬、きみと別れ

／ 中村文則（著） 幻冬舎

・さようなら、オレンジ／ 岩城けい（著） 筑摩書房
・島はぼくらと／ 辻村深月（著） 講談社

ロビー展示

・聖なる怠け者の冒険／ 森見登美彦（著） 朝日新聞出版
・想像ラジオ／いとうせいこう（著） 河出書房新社
・とっぴんぱらりの風太郎／ 万城目学（著） 文藝春秋
・村上海賊の娘／ 和田竜（著） 新潮社
・昨夜のカレー、明日のパン／ 木皿泉（著） 河出書房新社
・ランチのアッコちゃん／ 柚木麻子（著） 双葉社

中央館では、2014 年のノミネート作品を購入しています。
どうぞご利用ください。

「旅する図書館」は、大好評、実施中です。
・中山道 533Km 完全踏破（別冊山と渓谷）
東京日本橋から京都三条大橋まで旧中山道を歩いて旅する。所要日
数３０日、正味歩行時間 169 時間、歩行総数 99 万５９１０歩、正味
歩行距離 536.4 キロ、宿泊経費 18 万円、食費 5 万円、交通費ゼロ。
・九州の温泉は凄い （旅の手帖）
約９０００／２万 8000。これは、大分・鹿児島・熊本の源泉数／
全国の源泉数。この３県で全国の３分の１を占めます。そして、世界
にある全１１の泉質が揃う温泉王国九州！
久住山系のふもとに湧く七里田温泉は、日本有数の炭酸濃度で、
「飲
んで効き長湯して効く心臓胃腸に血の薬」と絶賛です。

図書館ホームページ
附属図書館中央館地区ネットワーク
停止のお知らせ （3 月 8 日 土曜日）

「春季休業に伴う長期貸出について【全館】
」
春季休業期間中の長期貸出を下記のとおり行います。どうぞご利用く

下記の日時において、附属図書館中央館の電子機器クリーニング作
業のため、図書館ウェブサイト上の各種オンラインサービスを停止し
ます。
また、作業に伴い当日午前中のみ、附属図書館中央館地区のネット
ワークも停止します。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
記
１．ホームページ・各種オンラインサービスの停止
停止日時 平成 26 年 3 月 8 日（土） 8:30 ～ 17:00 （予定）
停止範囲 図書館ホームページ・オンラインサービス全般
（OPAC・MyLibrary・メール・レファレンス・リクエ
ストサービス等）

ださい。
<中央館>
期

間：平成２６年２月１１日（火）～３月２４日（月）

返却期限：平成２６年４月８日（火）
<医学系分館>
期

間：平成２６年２月１１日（火）～３月２４日（月）

返却期限：平成２６年４月８日（火）
<薬学部分館>
期

間：平成２６年２月１２日（水）～３月３１日（月）

返却期限：平成２６年４月８日（火）
２．ネットワークの停止（午前中のみ）
停止日時 平成 26 年 3 月 8 日（土） 8:30 ～ 12:00 （予定）
停止範囲 附属図書館中央館地区ネットワーク
（中央館・保健管理センター棟・共用棟黒髪５棟-永青
文庫研究センター・学生会館棟）
◯図書館で契約中のデータベース・電子ジャーナル等については利用
可能ですが、図書館ホームページに接続できなくなりますので、あら
かじめブックマークや お気に入りに登録しておくことをおすすめ
します。
◯作業当日、中央館・医学系分館は開館します。（休日開館）

この春、ご卒業予定の学生のみなさまへ

「図書館から“借りたままの図書
図書館から“借りたままの図書”
の図書”は、ありませんか？」
心当たりのある方は、閲覧担当（096-342-2227）までご連絡をお
願いします。

