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ディスカッション、
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日付 大会名 チャンプ本
2015年 5月 25日国際関係学部　１年　山本順之先生 おもしろすぎる成功法則／斎藤一人

5月 29日法学部　　　　２年　藤勝宣先生 ドアD／山田悠介
6月 18日経済学部　　　１年　上坂先生 ジェノサイド／高野和明
6月 1日国際関係学部　１年　樋口先生 わたしはマララ／マララ・ユスフザイ, クリスティーナ・ラム
6月 1日国際関係学部　１年　日髙先生 「また、必ず会おう」と誰もが言った。／喜多川泰著
6月 1日国際関係学部　１年　福島先生 人生ドラクエ化マニュアル／JUNZO
6月 1日国際関係学部　１年　松井先生 この子を残して／永井隆
6月 5日法学部　　　　２年　藤勝宣先生 ９割がバイトでも最高のスタッフに育つディスニーの教え方／福島文次郎
6月 8日国際関係学部　１年　大形先生 シャドー81／ルシアン・ネイハム
6月 22日国際関係学部　１年　山本順之先生 学年ビリのギャルが１年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話／坪田信貴
6月 22日国際関係学部　１年　福島先生 ぼくは明日、昨日のきみとデートする／七月隆文
6月 25日経済学部　　　１年　上坂先生 他人を支配する黒すぎる心理学／マルコ社編
6月 29日国際関係学部　１年　樋口先生 世界の日本人ジョーク集
6月 29日国際関係学部　１年　日髙先生 世界から猫が消えたなら／川村元気
7月 2日経済学部　　　１年　三輪先生 イニシエーション・ラブ／湊かなえ
7月 6日国際関係学部　１年　大形先生 MOMENT／本多孝好
7月 6日国際関係学部　１年　松井先生 火花／又吉 直樹
7月 9日経済学部　　　１年　中間先生 美丘／石田衣良
7月 9日経済学部　　　１年　三輪先生 死刑／森達也
7月 15日経済学部　　　１年　野林先生 モチベーションを思うまま高める法／小山龍介
7月 16日経済学部　　　１年　山本雄三先生 心を整える。勝利をたぐり寄せるための56の習慣／長谷部 誠
7月 16日経済学部　　　１年　藤貴子先生 愛と死／武者小路実篤
7月 16日経済学部　　　１年　橋本先生 桐島、部活やめるってよ／朝井リョウ
7月 16日経済学部　　　１年　中間先生 夢をかなえるゾウ２　ガネーシャと貧乏神／水野敬也
7月 22日経済学部　　　１年　野林先生 永遠の０／百田尚樹
7月 23日経済学部　　　１年　山本雄三先生 陽気なギャングが地球を回す／伊坂幸太郎
7月 23日経済学部　　　１年　藤貴子先生 永遠の０／百田尚樹
7月 23日経済学部　　　１年　橋本先生 感情を出したほうが好かれる／加藤諦三
7月 27日国際関係学部　１年　統一チャンプ大会 ぼくは、明日、昨日のきみとデートする／七月隆文
7月 30日経済学部　　　１年　ゼミ対抗 NO LIMIT ノーリミット 自分を超える方法／栗城史多

8月 29日オープンキャンパス企画九国大でビブリオバトル ～九国大生が本を紹介します～ボトルネック／米澤 穂信

11月 8日ビブリオバトル in 黒崎 子どもビブリオバトル ｢なぜ？｣に答える科学のお話366／長沼毅
11月 8日ビブリオバトル in 黒崎 大人 VS 九国大生 カキフライが無いなら来なかった／せきしろ、 又吉直樹
11月 19日全国大会ビブリオバトル2015 学内予選 世界で一番命の短い国：シエラレオネの国境なき医師団／山本敏晴

2016年 1月 8日司書課程　安藤友張先生 「どうして私ばっかり」と思ったとき読む本／石原加受子
1月 19日司書課程　安藤友張先生 海辺のカフカ／村上春樹

　教職協働による学修支援の構築と図書館スタッフ
による学修支援の効果を目的として平成26年度に
実践研究を行い、第76回（2015年度）私立大学
図書館協会総会・研究大会（明治学院大学横浜校舎・
8月27～ 28日）にて発表を行いました。
　研究助成の報告・資料については、
http://www.jaspul.org/ind/post-1.html で
公開されています。

2014年度私立大学図書館協会　研究助成報告

2015年度 九州国際大学ビブリオバトル チャンプ本一覧2015年度 九州国際大学ビブリオバトル チャンプ本一覧2015年度 九州国際大学ビブリオバトル チャンプ本一覧2015年度 九州国際大学ビブリオバトル チャンプ本一覧

全国大学ビブリオバトル　九州A. Bブロック（北部）地区決戦に参加しました全国大学ビブリオバトル　九州A. Bブロック（北部）地区決戦に参加しました全国大学ビブリオバトル　九州A. Bブロック（北部）地区決戦に参加しました全国大学ビブリオバトル　九州A. Bブロック（北部）地区決戦に参加しました

※全員惜しくも決勝に進出することができませんでした。

バトラー 紹介した本
経済学部・1年
　麻生隆弘 NO LIMIT ノーリミット 自分を超える方法／栗城史多

経済学部・1年 
　矢上琢磨 しあわせの理由／グレッグ・イーガン

国際関係学部・1年
　永尾龍星 ぼくは、明日、昨日のきみとデートする／七月隆文

国際関係学部・2年
　東田尚己 世界で一番命の短い国：シエラレオネの国境なき医師団／山本敏晴
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図書館長からのメッセージ図書館長からのメッセージ

Q.今まで見たビブリオバトルの中で最も心に残ったチャンプ本は？
A.2014年のビブリオバトル京都決戦で、半田鈴音さんが紹介した
『ペナンブラ氏の24時間書店』が心に残っています。九州地区の学生が
初めてグランドチャンプ本に選ばれたということもありますが、「青春、
ファンタジー、ミステリー、ユーモアなどすべての要素が含まれており、
今年一番の読書体験となるでしょう」と熱く語る半田さんに圧倒されました。
皆さんもぜひ読んでみてください。

Q.今後の図書館について
A.図書館は今大きく変化しています。
現在、すでに図書館は静かに読書したり、調べたりするだけの場ではなくなっています。
時に授業の場であったり、学生同士でプレゼンの練習が行われていたり。もちろん、ビブリオ
バトルの場でもあります。
「読む」、「聞く」、「書く」、「話す」、「調べる」、「学ぶ」、「議論する」、「つながる」、
「憩う」…みなさんなら図書館でどんなことをやってみたいですか？
静かに学習をしたい人、読書をしたい人たちへのサポートも大切にしながら、図書館のさらなる
可能性を広げていきたいと思っています。

Q.九国大生へのメッセージ
A.みなさんが持っているスマホは買い物もできますし、様々な情報を入手することができます。
そして、電子書籍を利用している人もいるでしょう。
しかし、それにもかかわらず紙の書籍の存在感には圧倒的なものがあります。読書を通じて偉大
な芸術家や研究者の世界に触れること、それは時に私たちがいかに無知であるかを教えてくれますし、
時に希望を持ち続けることがいかに大事であるかを教えてくれたりします。みなさんは紙と
インターネットの情報をうまく使いこなして、物事の本質をつかめる学生になっていただきたい
と思います。

図書館長　島浦　一博教授

図書館    
視聴覚資料 利用ランキング利用ランキング利用ランキング

平成
27
年度

１位　テッド
２位　謝罪の王様
３位　アメイジング・スパイダーマン 2
４位　ホーム・アローン 3
　〃　ハリー・ポッターと死の秘宝Part1
６位　ホーム・アローン 4
７位　ナイト　ミュージアム 2
８位　Rookies（卒業）
９位　図書館戦争＝Library wars
　〃　アメージング・スパイダーマン

46
42
39
36
36
34
31
29
26
26

『42／世界を変えた男』（2013）
『ゼロ・グラビティ』（2013）
『イエスマン／“YES”は人生のパスワード』（2008）
『LIFE!』（2013）

『サウンド・オブ・ミュージック　完全日本語版』（1965）
『アイ，ロボット』（1995）
『ホームラン／人生の再試合』（2013）
『ホワイトハウス・ダウン』（2013）

講義の合間に
ご覧ください !!

新  入  荷  Ｄ  Ｖ  Ｄ

有吉弘行が吹き替えを務める
『テッド』が一番人気でした。

１人用以外に、
２人用・３人用が
１席ずつあるよ。

H27.４～H28.１調査
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図書館Information図書館Information図書館Information

北九州市八幡東区平野1-6-1

TEL（093）662-8305

FAX（093）662-8339

図書館報　Vol.31

2016年３月発行

編集発行

九州国際大学図書館

開館時間
月～金　
　9：10～20：00（講義期間中）
　9：10～16：30（春・夏休み）
土
　9：10～16：00
※通常講義がある祝日は、
　通常開館となります。
※臨時に休館する場合は、
　その都度、掲示などで
　お知らせします。

平成27年度 活動報告

今年も様々なイベントを行う予定です。ぜひ、ご参加ください。
開催時は、館内の掲示・学内掲示板・HPで告知します。

朗読会
　直方市図書館館長の野口和夫氏を昨年度から
講師として招き、取り組んでいます。

LibraryLovers’ 2015

選書ツアー ９月17日

八幡図書館（7月25日）

八幡西区千代小学校 放課後児童クラブ（8月31日）

大学祭（11月14日）

「わたしの好きな本」のタイトル／著者 学部 学年 氏名
（審査対象：全作品）

作品No賞
教養学会賞

特攻の町知覧／佐藤早苗（著）
美丘／石田衣
伝え方が９割／佐々木圭一（著）

最優秀
優秀
優秀

法
法
国

３
１
３

27
12
６

金城　晟奈
福嶋　優樹
是枝　美樹

「わたしの好きな本」のタイトル／著者 学部 学年 氏名
（審査対象：文芸部門）

作品No賞
図書館長賞

ランナー／あさのあつこ（著）
ぼくは明日昨日のきみとデートする／七月隆文（著）
野菊の墓／伊藤左千夫（著）

最優秀
優秀
優秀

国
国
経

２
２
１

13
10
２

小関乃里衣
延田　美久
坂井健太郎

「わたしの好きな本」のタイトル／著者 学部 学年 氏名
（審査対象：学術部門）

作品No賞
図書委員賞

野球入門／堀江良彰（著）
世界昆虫記／今森光彦（著）
公認スポーツ指導者養成テキスト／日本体育協会（著）

最優秀
優秀
優秀

法
法
法

２
２
２

20
31
18

濱中　将世
中原　秀晋
藤本　鈴央

「わたしの好きな本」のタイトル／著者 学部 学年 氏名
（審査対象：全作品）

作品No賞
図書館スタッフ賞

幻獣ムベンベを追え／高野秀行（著）
悪魔のささやき「オレオレ、オレ」／藤野明男（著）
結婚相手は抽選で／垣谷美雨（著）

最優秀
優秀
優秀

法
国
経

１
２
４

３
９
７

溝口　遥加
斉藤　七夢
松本　尚馬

第６回わたしの好きな本コンテスト

12月14日（月）に授賞式が行われました。

学生と地域の方と協同で実施
ブックリサイクルも同時開催
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