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ふくろう便り 
（北陸大学図書館報 号外）  

VOL.4 ： 2019年4月号 

 

☆ 図書館長の就任について ☆ 

 2019年4月1日付けで新図書館長に薬学部の鍛治聡教授が就任しました。 

 前図書館長の竹井巖教授におかれましては、2年間ありがとうございました。 

 

図書館の2018年11月～2019年4月を振り返ってみます。 

 

  11月 薬学部1年次生図書館利用ガイダンス、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス用 

     パソコン更新（モニター画面が大きくなり、見やすくなりました）、留学生別科生図書館 

利用ガイダンス 

 

   1月 第18回読書感想文コンクール表彰式、第1回ビブリオトーク、OED（Oxford English 

Dictionary Online）無料トライアル、文部科学省「私立大学研究設備等整備費補助金」に 

申請した「経済経営関係電子書籍コレクション」の交付内定 

 

2月 薬学部分館二次資料及び電子ジャーナル講習会 

 

3月 図書館本館2階・3階閲覧室を教室として整備 

 

☆ 図書館委員会日誌 ☆ 

 10月23日  第6回図書館委員会 ライブラリーカードの取り扱い、雑誌・データベースの2019年度 

予算申請、等 

 

 11月20日  第7回図書館委員会  第1回ビブリオトーク、2019年度事業計画・予算申請、等 

 

 12月18日  第8回図書館委員会 第18回読書感想文コンクール審査結果、2019年度事業計画、 

 

  1月22日  第9回図書館委員会 所蔵図書の不用判定、「経済経営関係電子書籍コレクション」の 

                 文部科学省「私立大学研究設備等整備費補助金」の交付内定、等 

 

  2月18日  第10回図書館委員会  Get it Nowの導入、二次資料検索システム及び電子ジャーナル 

講習会、図書館利用規程の改正、 

                 メディカルオンラインの今後の利用方法、等 

 

   このほか、紀要編集委員会を2回、読書感想文コンクール審査委員会を1回開催しました。 
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第 18回読書感想文コンクール受賞者コメント 

 

第 18 回読書感想文コンクールで最優秀賞、優秀賞を受賞した 5 名から次のとおり受賞のコメントを

いただきました。 

 

 最優秀賞  正しい選択とは 

医療保健学部1年次生 中村 愛結 

今回、最優秀賞という素晴らしい賞に選んでいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。とても

嬉しいです。 

私が選んだ本の内容は「脳死」で、普段はあまり考えないことでした。しかし、この本を読ん

でから、命や人の死について考える時間も必要だと気付きました。 

この本から学んだ事や読書の大切さを忘れずに、今後の大学生活や将来に活かしていきたいと

思います。 

 

 優秀賞   『手紙屋』を読んで 

   医療保健学部1年次生 小原 千都 

今回は、優秀賞に選んでいただき、ありがとうございました。今まで読書感想文で賞をとったこ

とがなかったので、とても嬉しかったです。 

    私は本を読む習慣が全くなかったのですが、今回の読書感想文で『手紙屋』を読んだことをき

っかけに、能動的に本を読むようになりました。これからも、様々なジャンルの本を読んで、新た

な発見を得ていきたいです。 

 

優秀賞    愛と死と言葉 

   医療保健学部1年次生 野関 優希 

小説ではなく詩集で読書感想文を書くのは初めてで、私にとって新たな挑戦でもありました。普

段読まないジャンルなので、難しいところもありましたが、読み進めるうちに詩の楽しみ方や面白

さを知ることができました。これからもいろいろなジャンルの本を読んで、自分の視野を広げてい

きたいと思います。 

今回は、このような素晴らしい賞をいただき、とても嬉しかったです。ありがとうございました。 

 

優秀賞   『タイヨウのうた』を読んで 

国際コミュニケーション学部1年次生 加戸 なな子 

今回優秀賞をいただき、とても嬉しく思います。 

読書感想文を書くにあたって、改めて自分の生き方を見直すことができました。このような機会

をいただき、ありがとうございました。 
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 優秀賞   『希望のつくり方』を読んで 

国際コミュニケーション学部1年次生 加藤 真望 

   優秀賞に選んでいただき、ありがとうございました。 

私がこの本を初めて手にしたのは、高校3年生の頃です。授業の教材として何気なく選んだ本です

が、今でもたまに読み返すほどお気に入りの本で、読んだ後は気持ちが前向きになります。 

この本を読む前は「希望につくり方なんてないでしょ」と疑ってしまうかもしれませんが、題名

にある通りこの本を読めば、『希望のつくり方』がわかります。皆さんも是非この本を読んで『希

望のつくり方』を習得してみてください。 

 

 

第18回読書感想文コンクール入賞者にプレゼント 

 

 1月15日（火）の第18回読書感想文コンクール表彰式に際し、近岡修社長（株式会社ナルックス取締

役、元松雲友の会会長）から入賞者、関係者の全員に対し商品（清涼飲料、お菓子、食料品等の詰合

せ）がプレゼントされました。株式会社ナルックスの皆様と近岡社長のご支援に心から感謝し、厚く御

礼を申し上げます。(南谷直利読書感想文コンクール審査委員長) 

 

※図書館報No.46の1ページ目の続きです。ページ数の関係で掲載出来ず、大変失礼いたしました。 

 

 

 

推 薦 図 書 

 

第6回～第10回の図書館委員会で選定された推薦図書は合計516冊です。 

推薦図書は、教員の皆さんが主に学生の皆さんに利用してほしい本・DVD・電子ブック等を推薦し、

図書館委員会で選定するものです。 

学生の皆さんは、図書館で購入してほしい本等がある場合、先生に依頼するか、図書館にリクエスト

を申し込んでください。 

 

学生リクエストで購入した本は次のとおりです（2018年11月～2019年3月分） 

 

   ★ 未来創造学部生 ★ 

  ワンピース 89～91巻               尾田 栄一郎 

  金沢検定予想問題集 2012～2018年度        金沢経済同友会  

 

    学生リクエストについてのお問い合わせ・お申し込みはお気軽にどうぞ。 
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薬学部１年次生ガイダンスの開催 

 

11月8日(木)基礎ゼミⅠにて、薬学部1年次生約110名を対象に、図書館資料の探し方を学ぶ図書

館ガイダンスを図書館薬学部分館で行いました。 

 ガイダンスの主な内容は次のとおりです。 

1. 図書館資料の著作権 

2. OPAC検索の使い方及び検索した図書の配架場所の確認 

3. 医中誌Webで必要な論文の検索方法 

 質問や、もっと詳しく知りたい方は、図書館薬学部分館までお気軽にお越しください。 

 

 

 

         ガイダンス風景 

 

 

 

 

薬学部分館二次資料検索及び電子ジャーナル講習会の開催 

 

 2月13日(水)・14日(木)、図書館薬学部分館SA室において、薬学部4年次生を対象に、二次資料検

索及び電子ジャーナル講習会を開催しました。 

 講習会には両日合わせて約40名の参加がありました。 

当日参加できず、別途講習を希望される方は、ご希望の日時を図書館薬学部分館までご連絡ください。 

 

 

 

 

          熱心に取り組む学生 

 

 

 

 

留学生別科生ガイダンスの開催 

 

11月14日(水)、図書館4階ソフィアルームにおいて、留学生別科生7名を対象に、図書館の利用案内及

び資料の探し方等のガイダンスを行いました。 

 図書館を利用していて分からないことがあったり、もっと詳しく知りたい方は、図書館スタッフまで

お気軽にお尋ねください。 
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「経済経営関係電子書籍コレクション」65タイトル追加 

 

文部科学省「私立大学等研究設備等整備費補助金」に申請した「経済経営関係電子書籍コレクショ

ン」が認められ、1月25日（金）、経済経営関係の電子書籍65タイトルが図書館電子ブック

（Maruzen eBook Library）に追加されました。本学の全教職員・学生が利用可能です。 

 Maruzen eBook Libraryは、学内LANに接続しているパソコンから、またリモートアクセスの設定をす

れば自宅、出張先等からでもパソコン、スマホ、タブレット等で利用できます。 

※Maruzen eBook Library URL 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Top;jsessionid=11DC6DFE9AAB9CDFFBD573E05AD0A407?0 

 

学術雑誌論文提供サービス“Get it Now” 導入 

 

 2月7日（木）、学術雑誌論文提供サービス「Get it Now」が利用できるようになりました。 

 本学が購入していない電子ジャーナル等に掲載された学術雑誌論文を、相互利用サービスよりも迅速

に入手できます。「Get it Now」対象出版社の学術論文が平均 2時間半(最短 5分)で入手可能になりま

す。申し込み及び問い合わせは、図書館本館にご連絡ください。 

 

本館２階及び３階閲覧室について 

  

図書館本館2階及び3階の閲覧室の一部が授業でも使用できるよう、教室として整備されました。授業

中は閲覧室を使用出来ません。ご迷惑をおかけしますが、ご了承の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 

         

          

新入生「謎解き」スタンプラリー 

 

4月5日（金）、新入生による「謎解き」スタンプラリーが行われ、図書館もスタンプラリーのスポッ

トになりました。この企画は、新入生がスタンプラリーをしながら学内の施設を知る教育の一環として

行われたものです。これを機会に、図書館に足を運んでください。図書館にはまだまだ謎が一杯！楽し

い発見があると思います。 

 

 

              パフォーマンスをしてスタンプGet！ 

 

 

  1時限 2時限 3時限 4時限 

月     授業   

火   授業     

水   授業     

木 授業 授業   授業 

金     授業 授業 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Top;jsessionid=11DC6DFE9AAB9CDFFBD573E05AD0A407?0
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2018年度下半期(10月～3月)の図書館利用者は次のとおりです。 

 

 本館 薬学部分館 合計   

入館者数 19,411 27,805 47,216 (人) 

貸出冊数 1,714 1,088 2,802 (冊) 

学外利用者貸出冊数 197 31 228 (冊) 

 （注）薬学部分館の入館者は概算です。 

 

● 入館者数内訳 

  本館 薬学部分館 合計 

学生 薬学部 1,735 26,744 28,479 

  未来創造学部 8,811 1 8,812 

  経済経営学部 2,903 0 2,903 

  国際コミュニケーション学部 823 0 823 

  医療保健学部 469 50 519 

  留学生別科 1,423 10 1,433 

教員   623 400 1,023 

一般職員   706 300 1,006 

その他   1,918 300 2,218 

合計  19,411 27,805 47,216 

● 貸出冊数内訳 

    本館 薬学部分館 合計 

学生 薬学部 116 951 1,067 

  未来創造学部 719 1 720 

  経済経営学部 76 0 76 

  国際コミュニケーション学部 68 0 68 

  医療保健学部 72 0 72 

  留学生別科 232 10 242 

教員   126 27 153 

一般職員   108 68 176 

その他   197 31 228 

合計  1,714 1,088 2,802 
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