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九国大図書館マスコットキャラクター
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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

　大学図書館には、いろいろな分野の本がたくさんあります。これまで
会ったことがない人や会うことができない遠い昔の人にも本を通じて出会
え、会話ができます。これは、本当に素晴らしいことだと思います。図書
館を大いに利用し、本を読み、楽しみ、悩み、深く考え、自分の世界を広
げてほしいと思っています。図書館では、皆さんに読書に親しんでもらう
ために、ビブリオバトルや私の好きな本コンテストなどを行っています。

これらの行事に参加し、本を選ぶ喜び、また、本の内容を多くの人に伝える喜びを感じてほしい
と思います。大学に来たら、必ず、図書館に立ち寄ってください。 

　12月18日に京都大学開催での本選出場２枠をかけて、20名のバトラー
の熱戦が繰り広げられました。

参加大学（８大学）：北九州市立大学、九州女子大学、九州大学経済学部北澤ゼミナール、
西南学院大学法学部山田ゼミ、日本赤十字九州国際看護大学、
福岡女学院大学、山口大学、九州国際大学

本学からも参加しましたが、惜しくも決勝に進出することができませんでした。

2016年度 九州国際大学ビブリオバトルチャンプ本一覧
2016年度 経済学部ビブリオバトルチャンプ大会 2016年度 国際関係学部ビブリオバトルチャンプ大会

2016年度 法学部　藤 勝宣先生ゼミビブリオバトル

九州A, Bブロック地区決戦を開催しました九州A,, ク地区決戦を開催しましたBブロック地区決戦を開催しま九州A, Bブロック地区決戦を開催しました九州A, Bブロック地区決戦を開催しました

図書館長　伊東　美津教授

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
28
年度

１位：ハリー・ポッターと死の秘宝
２位：レッドクリフ
 〃  ：テッド
４位：ルーキーズ
 〃  ：ダークナイト
 〃  ：図書館戦争

………20件
…………………………10件

…………………………………10件
…………………………… ９件
………………………… ９件
…………………………… ９件

ザ・トゥルー・コスト : ファストファッション真の代償 
ナイトミュージアム 3
きっと、星のせいじゃない。
マネーボール 
インサイド・ジョブ : 世界不況の知られざる真実  
もうひとつの戦争 : インドの人口政策と女性たち
グレムリン

カリフォルニア・ダウン
マッド・マックス
アイロン・マン
チャーリーズエンジェル 
スマホの真実 : 紛争鉱物と環境破壊とのつながり 
ショーシャンクの空に

新  入  荷  Ｄ  Ｖ  Ｄ

H28.４～H29.１調査

図書館を活用した授業デザインの研究　―ビブリオバトルを利用した教職協働授業の試み―
九州国際大学教養学会『教養研究』第23巻第2号（2016年12月）に掲載されています

（藤勝宣、坂田絵里奈、原田佳子、島浦一博）

九州国際大学学術機関リポジトリにて公開しております

利用タイトル204件!!総数638件 たくさんの視聴ありがとうございます。

他にも…
「プラダを着た悪魔」、「96時間」、「20世紀少年」シリーズ、
「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズ、「告白」、平成28年度に
仲間入りした「ゼロ・グラビティ」、「LIFE！」などが上位に入り
ました。

前年度はテッドが
1位でしたが、根強い
人気のハリー・ポッター
シリーズと
レッドクリフ
（初のトップ3内）
が上位に入りました。

～タブレット～図書館使おうよ！シリーズ Vol.8

　ラーニングコモンズでタブレットの貸出を2017年４月より試験運用します。
　まずは授業での利用を目的に導入しますので個人利用はしばらくお待ちください。

１人用以外に
２人用の席が
２席あるよ

よくある質問
　Q　図書館ではWi-Fiは使えないのですか？
　A　現時点では図書館でのWi-Fiの個人利用はできません

News

詳細は全国大学ビブリオバトル2016～京都決戦～公式サイト（http://zenkoku.bibliobattle.jp/）

11月19日

バトラー 紹介した本
国際関係学部１年　後藤 叶夢　 がんばらない成長論／心屋 仁之助
経済学部２年　　　坂井 健太郎 竹取物語
経済学部１年　　　金光 沙弥 美丘／石田 衣良
経済学部１年　　　坂田 泰巳 ケネディ暗殺50年目の真実／ビル・オライリーほか著
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＊8月28日のオープンキャンパスに
　おいても、朗読会を実施しました。

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
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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28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＆選書ツアー
直方市立図書館館長の野口和夫氏を講師に
招いて、３年目となりました。

　６月30日に九州国際大学と福智町との教育
連携・協力協定締結式が執り行われました。
 今回の教育連携・協力協定は、福智町の教育力
活性化と大学教育の向上を主な目的とし、相互の
人材、学術資源を活用して、地域に根差した活動
に取り組んでいきます。今年度は大学と本学図書
館、福智町とで連携し、福智町の小学校・中学校
へ本学学生を派遣して、授業支援を行いました。

　わたしの好きな本～Favorite Book コンテスト～2016
　12月12日（月）に授賞式が行われました。

福智町

「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

世界から猫が消えたなら／川村元気（著）
交通死―命はあがなえるか―／二木雄策（著）
成長し続けるための77の言葉／田坂広志（著）
プライベート・ライアン／マックス・A・コリンズ（著）；伏見威蕃（訳）

最優秀
優秀
優秀
優秀

法
法
国
法

2
3
3
2

20
3
11
16

林　　藍美
永田　龍世
東田　尚己
小川　　雄

「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

該当者なし
君の膵臓をたべたい／住野よる（著）
わたしを離さないで／カズオ・イシグロ（著）：土屋政雄（訳）

最優秀
優秀
優秀

国
国
1
1

19
24

田島小五郎
岩熊　大貴

「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

カイジから経済を学べ／丹羽由一（著）
TPPで日本支配をたくらむ者たちの正体／苫米地英人・箱崎空（著）
がんばらない成長論：自分らしく、楽しく生きてみよう／心屋仁之助（著）

最優秀
優秀
優秀

法
法
国

2
3
1

6
22
25

藤倉那々斗
森田宗太郎
後藤　叶夢

「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

いちご同盟／三田誠広（著）
ぼくのつくった魔法のくすり／ ロアルド・ダール(作);宮下嶺夫(訳)：クェンティン・ブレイク(絵)
ゾンビ日記／押井守（著）
金閣寺／三島由紀夫（著）

最優秀
優秀
優秀
優秀

法
経
経
法

4
1
3
2

1
13
7
10

澤田実穂子
後藤　紳士
山口　広樹
川端　涼介

第７回わたしの好きな本コンテスト

12月11日

朗読会

選書ツアー

上野小学校　　５年生（20名）　６年生（20名）　７/１.21 9/16.23
弁城小学校　　５年生（２名） 　６年生（11名）  10/11.13.17.20
方城中学校　　１年生（60名）　　　　　　　　 　８/25.26.29.30
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