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附属図書館長  田中 朋弘
た な か  と も ひ ろ

 

 2021年4月1日に熊本大学附属図書館長に就任した田中朋弘と申します。
専門は倫理学で、大学院人文社会科学研究部に所属しています。 

 わたしはこれまで図書館に、二つのイメージを持ってきました。一つは、
わくわくして何時間でも居られる空間というイメージです。 

これは、小学生のころ、毎日のように地域の図書館や学校の図書
室に通っていた時に抱いていたものです。小学生の頃は、伝記も
のや児童小説を読み漁りました。熊大にもゆかりが深い夏目漱石
の『吾輩は猫である』を読んだのは、小学5年生頃だったように
記憶しています。他方で大学図書館には、少し居住まいを正した
くなるような、整理整頓された知の貯蔵庫というイメージがあり
ます。このイメージは、大学に入って以降、特に研究を志すよう
になってからのものです。所定の手続きをしてからしか手に取る
ことができない貴重図書を、他に人のいない書庫の中で長時間読
むような経験は、他に得難いものでした。ただ、こうした感覚も
また、広い意味での「わくわく感」と言えば、そう言えるのかも
しれません。 

 コロナウイルスの蔓延のために、本年度も引き続き、その都度の各種利用制限をお願いしております。皆様の
ご協力に感謝申し上げます。附属図書館としては、感染症対策を十分に行いながら、できるだけ利用者の利便性
を確保できるように日々検討を重ね、状況に応じたアクションをしております。そして館内には、ご利用に際し
てお願いしたい事柄をいろいろ掲示してあります。若干ご面倒でも、不特定多数の利用者が毎日相当数利用する
施設であることを踏まえて、ご協力いただければ幸いに存じます。これは、個人の利益と全体の利益をどうバラ
ンスするべきなのかという問題と見なすことができます。わたしの特定の行為は、他人の利害と密接に結びつい
ているのですが、逆も同じで、わたしの利害もまた、他人の特定の行為に影響を受けていると考えられます。こ
れは倫理学的にも重要なテーマです。 
 図書館が、利用者の皆さまにとって、助けとなる存在であり、かつ落ち着ける場所であり続けることができる
ように、また、できるなら「わくわく」するような場所であるように、職責を果たしたいと思います。      
どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

令和３年度  

ティーチングアシスタント 

図書館TA活動紹介 
 

巻頭 

新図書館長 

挨拶 

 

  

 

 

対面相談   中央館1階ラーニングコモンズのTAデスクで受付け

ています。新型コロナウイルスの感染状況により休止

することがありますので、事前に図書館HP等を確認

して相談にお越しください(予約不要)。 

 

Zoomによるオンライン相談を受付けています。 

オンライン相談を希望する場合は、図書館HPから希

望する日時を事前に予約してください。匿名投稿で

きるオンライン質問箱も設置しています。 

回答はTwitterで行います。 

オンライン 
相 談    

文献の探し方やレポート・

卒論作成の相談受付など、

熊大生の学習サポートを行

う大学院生スタッフです。 

図書館TAって？  

相談したいときは？ 

SNSでは本の紹介サービス 

【本のソムリエ】を展開中です！ 

図書館TAのInstagramアカウ
ント @kumadai_lib_ta   

図書館TAのTwitterアカウント 
＠KumadaiLibTA  

T A 紹 介 

前田 里紗  
土木建築学専攻 

 高専から３年次編入してます！同じ 
編入生からの相談大歓迎です  

佐藤 允彦  
情報電気工学専攻 

わからないことも一緒に考えるので 
気兼ねなくご相談ください。   

張 継国 
欧米文化学専攻 

If you have any other 
questions, feel free to 

contact with me.  

谷口 加奈子  
土木建築学専攻  

スライド作成、Adobe等のソフト
関係が得意です。他の事もお気軽

に相談ください。  



 新型コロナウイルス感染症への対策として、今後の状況によっては

提供サービスを変更する可能性があります。  
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附属図書館の紹介 topics 

最新情報は図書館公式

HPをチェック！ → 

About library 

中央館 
黒髪キャンパス 

 
①ラーニングコモンズ指定座席の利用（16席） 
※窓口での事前申請制、指定された番号に着席してください。 

②PCルームの利用 
 ※座席利用時は、QRコードの読み取りを行い、 
PCルーム備え付けのアルコールで消毒を行ってください。 
 
 

【中央館】 学内者に向けた図書館サービスを一部再開  

中央館では、新型コロナウイルス感染症への対策として図書館サービスを制限しているところ
ですが、本学における新型コロナウイルス感染防止対策の一部変更に伴って、令和３年４月から
学内者（教職員・研究員・学生等）に向けた下記サービスを一部再開しました。ただし、感染拡大
の状況によっては再び停止する可能性もあります。最新の情報は図書館HPでご確認ください。 

再開したサービス 

開館時間 

平日： ８：４０～２１：００ 

土日休日： １２：００～１８：００ 

ラーニングコモンズは、机を固定、

座席番号を付番して運用中です。 

※ 2021年7月1日現在 

医学系分館 
本荘キャンパス北地区 
医学教育図書棟 

 

開館時間 

平日： ９：００～２１：００ 

土日休日： １２：００～１８：００ 

新型コロナウイルス感染対策を 
行いながら開館しています 

感染対策：基本は三つ！ 

①入館時の手指消毒 
②館内では会話不可 
③座席利用はQRコード読込 

 

職員が定期的に館内見回りしています。 

不明な点はお尋ね下さい！ 

Because of the COVID-19, there’s a possibility that library may be closed or change service hours. Please check the Latest information when using the library. 

利用できないサービス： Unavailable 

・グループ学修室  Group Study Room 

・一般利用者・放送大学生の利用 Visitor and The Open University of Japan student 
・発熱・咳・倦怠感等の症状がある方の利用 
Have any symptoms including a cough, sneezing, a runny nose, sore throat, or  a fever 

利用できるサービス： Available 

・図書および雑誌の貸出・返却 Borrowing 
・閲覧室の利用 Reading room ﴾Please scan QR code﴿ 
・図書館資料のコピー Photocopy 
・図書館間相互利用サービス Inter library loan 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための利用制限について 
 Library services a available during COVID-19 

(only available for Kumamoto univ. members) 

薬学部分館 
大江キャンパス 

開館時間 

平日：９：００－１７：００ 

土日休日：閉館 

時間外利用（平日夜間・週末休日）の  

 時も、感染対策にご協力ください。 

※薬学部分館の時間外利用に関しては 
図書館HPをご確認ください 

薬学部分館「時間外利用マニュアル」 
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〒860-8555   熊本市中央区黒髪2-40-1 

                       TEL : 096-342-2213 

https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp 
E-Mail : tos-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

第１４回 熊本大学 『東光原文学賞』 募集要項 
 
■応募対象：熊本大学学生（大学院生、留学生を含む） 
■ジャンル：小説（日本語）  ※未発表の作品かつ１人１篇の応募とします。 
■審査員：本学教員等３名 
■結果発表および表彰式：2022年1月14日(金) 11時開始 
 ※大賞候補者へは事前に連絡しますので必ず出席してください。 
■受賞作品の公開：『東光原文学賞作品集』冊子発行 及び 
       附属図書館ホームページで公開 
★詳細は附属図書館ホームページ「募集要項」をご覧ください。 
 https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/about/tokogen_award 
 

 
 
 

  

  熊本大学 『東光原文学賞』  とは 
 東光原文学賞は、熊大生の言語力向上と創造性豊かな学生の育成、さらに地域社会における文
学・文化活動の中核となる人材輩出等を目的に平成20年度にスタートしました。 
旧制第五高等学校時代、現在の中央館の敷地一帯が“東光原(とうこうげん)”と称する
運動場だったことが名前の由来です。入賞作は作品集として発刊されます。また、過去
の入賞作品はホームページから読むこともできます。 
 みなさんのたくさんのご応募をお待ちしています。  

 中央館・医学系分館・薬学部分館
等で、昨年度第13回の作品集を配布
しています。お気軽にお持ちください！

 もっと過去の作品を読みたい！と思った貴方は、ぜひ熊
大図書館HPを覗いてみてください。第1回から第13回
までの全受賞作品を公開しています。 

熊大図書館HP公開  

 熊本大学『東光原文学賞』過去の受賞作品は、作品集

として配布、または熊大図書館HPにて公開しています。  

館内配布 

 

＜問い合わせ先＞  
熊本大学附属図書館 

〒860-8555 熊本市中央区黒髪２丁目40番１号 
 Tel : 096-342-2212 

 E-mail : gp-tosho-bungaku＠jimu.kumamoto-u.ac.jp  

4/1～ 田中朋弘 新附属図書館長就任 

4/1～ 
全館にて貸出館以外での通常図書返却を可能とする取

り扱いを開始 

4/1～ 
令和3年度図書館TA学修相談開始・図書館TAによる

Instagramアカウント開設 

4/19～4/30 
中央館ラーニングコモンズ及び2階PCルームを条件付

き利用再開 

4/23～ 
熊本大学基金による大学事業「附属図書館支援事業」

の新設 

4/27 
熊本大学Moodleに「図書館オンライン講習会（2021

年度）」を公開 

4/28～ 
COVID-19対応に伴うJSTORアクセス拡大（来年

6/30まで） 

5/1～6/13 感染症拡散防止のため中央館利用サービスを一部制限 

5/7～5/23 感染症拡散防止のため医学系分館利用時間を短縮 

5/24～ 医学系分館利用サービスの一部再開 

5/26～ 図書館TAオンライン質問箱の試行開始 

6/11～6/19 
施設内環境整備（燻蒸）に伴う中央館地下書庫の利用

制限 

6/14～ 
感染防止対策の一部変更に伴う中央館利用サービスの

一部再開 

 HP上部「図書館について」から、

「東光原文学賞」をクリックしてくださ

い。  

         

大 賞 １篇 
             正賞 表彰状 

             副賞 図書カード 15万円分 

優秀賞 ３篇 
             正賞 表彰状 

             副賞 図書カード 5万円分 

公式HPで 
「募集要項」をチェック！ 


