
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    図書館のイメージキャラクターが決定しました。その全貌をいよいよ公開！これから皆さんと共に図書館を

盛り上げていきますので、よろしくお願いします。 

また、新生活の応援についてもご案内します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

♦決定！図書館イメージキャラクター！！ 

 

 学内の皆さんからご応募いただき、15 作品から学内投票により 

岩下夏岐さんの作品が選ばれました。ありがとうございました。 

これから図書館のいろいろな場面に登場します。 

                         

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇生態：ホカボン と ホカじいは、熊本保健科学大学附属図書館の本の妖精。 

○日常：ホカボンは、ホカじい師匠のもとで、日々、医療や人間、仲間について研鑽を積んでいる。 

〇師匠：ホカじい師匠は、成熟しているので、鼻が熟した杏(あんず)色になっている。 

  〇特徴：ホカボンは、本を読んで楽しんでいる人間をみつけたら、肩の上に乗って踊ってしまう。 

      ホカじいは、論文探しが得意。 

     

 

 

♦大学生活と図書館（新入生オリエンテーションより）  

図書館長 飯山準一  

   

   皆さんは“フェイクニュース”という言葉を知っていますか。手を挙げてみてください。 

一割程度でしょうか。では“公文書改竄”はどうでしょう。こちらは 6 割くらいでしょうか。 

   我々の遠い祖先は、現在のような都市生活の遥か昔、ジャングルの中で生活していました。 

野獣や毒を持った生物、多くの危険が潜んでいたはずですよね。今ではそんな危険は非常に低く、 

逆に便利な機器に囲まれ、スマホやパソコンを通して、いつでもどこでも友達や世界中とつながる 

ことができます。 

でもちょっと見方を変えてみましょう。確かに情報には簡単にアクセスできますが、インター 

ネット上には真実か嘘かの区別が困難な無数の情報が溢れています。国の公文書でさえ信用なら 

ない、新聞やニュースも 100%は信用できません。つまり鬱蒼とした情報のジャングルに囲まれ 

て生きているわけです。もちろん危険も潜んでいる。 

ではその中で生き抜くには、どうすればいいか。白か黒か二つにきれいに分けられれば良いので 

すが、事はそう単純ではない。グレーがいっぱいあるのです。どの程度信用できるか、疑わしいか 

を判断する力が必要です。よく考えなければならない。考える力を養うには考えるトレーニングが 

必要です。考えるきっかけとして、読書は最適です。自分が何か気になって考えたかったら、 

一時停止で考えることができます。振り返って読み直すことも簡単にできます。 

文学、芸術、医療とは直接関係のない科学、政治、経済など様々な本をたくさん読んでください。 

学生の皆さんのニーズに応え、本学の蔵書をより多彩なものにするために、選書ツアーも定期的に 

企画しています。本との関わりを通じて、どうか実りの多い豊かな学生生活を送ってください。 

 

♦図書館の各種サービス案内 

  〇新入生の君たちへ 

  大学生活に欠かせないのが、図書館です！SNS の時代だからこそ、 

フェイクニュースに惑わされないよう真実を図書館で見極めましょう！ 

  また、大学生活の案内やレポートの書き方など、先生のおすすめ本がありますよ！ 

  ・図書館利用案内：学生便覧やオリエンテーション、ホームページにも記載しています。 

  ・文献検索講習会：毎週水曜の基礎セミナー内で行います。 

  ・個別文献検索講習：いつでも受け付けています。カウンターでお申し込みください。 

  ・学生スタッフによる利用案内：お気軽にお声掛けください。 

  ・レファレンスサービス：お探しの文献や情報の検索、入手までをお手伝いします。 

  その他各種サービスやイベントが館内やキャンパステラスで行われます。 

掲示板や LINE、Active Academy でお知らせします。お見逃しなく！ 

   

〇既卒の君たちへ 

 卒業後も利用できます。院内研究やキャリアアップのための本もありますよ！ 

   申込方法：受付カウンターにてお申し込みください。 

   利用時間：在学時と同じ時間でご利用可能です。 

   貸出期間：1 週間  貸出冊数：3 冊まで 

   その他の施設設備については、在学生優先となりますので、ご了承ください。 
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決定！ 

図書館イメージキャラクター！！ 

 

目次 

「図書館イメージキャラクターのご紹介」 

「大学生活と図書館」図書館長 飯山準一 

 図書館の各種サービス案内 

新着電子ブック、電子ジャーナル 

『私の部屋でランチを』の 11 回～25 回 

「キャンパステラス」 「選書ツアー」第３回 

お知らせ・編集後記 

〇各賞は次のとおりです。 

最優秀賞 岩下夏岐さん 

優秀賞   匿名希望さん 

佳 作   匿名希望さん 

佳 作   野尻奈央さん 
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◆新着電子ブック、電子ジャーナル案内 （ 図書館ホームページから利用できます！） 

○新着電子ブックのなかから   

●就活ノートの作り方, 2019 年度版 才木弓加著. マイナビ出版 

●3 ステップでわかるリハビリ病棟の疾患・リハ・看護まるごとブック メディカ出版 ほか 

     （スマホから利用したいときは、事前の登録が必要。詳細はＨＰをご覧ください。） 

○新しく契約した電子ジャーナル          

●Blood : journal of hematology  

●American journal of public health. ほか  

     その他医療系学術データベースや電子ジャーナルを契約しています。 

  ♦『『私の部屋でランチを』もう 25 回を超えました！---------------------------------------- 

第 11 回 2017 年 1 月から 2018 年 1 月までを振り返ります。 

2017 年 

第 11 回（1/12）学友会の皆さん『献血を知ろう！』若年層の献血者を増やすために 

番外編（4/18、20）ピアサポーターの皆さん 新入生一人暮らし応援隊！ 新入生の一人暮らしを応援！ 

第 12 回（5/22）医学検査学科 安楽健作 『私がアメリカに留学した理由（サンディエゴ留学記）』 

第 13 回（6/5）1 年次基礎セミナー 防煙授業の実践セミナーの皆さん『私たちがおこなう防煙授業』 

第 14 回（6/19）図書館『著作権、気にしていますか？』SNS を使っていて、気づかぬうちに法律違反？ 

第 15 回（6/27）学友会の皆さん 献血セミナー『献血を知ろう』 

第 16 回（7/3）ピアサポーターの皆さん『初めての定期試験 その対策とコツを伝授します！』 

第 17 回（7/18）リハ学科 ST 専攻 大塚裕一『教育機関でのチームアプローチ～大学のチームで何ができる

のか？私の関わっているチームの紹介』 

第 18 回（10/2）Borys Diakonow 氏『Visible Body って？どんなふうに何が学べるの』 

第 19 回（10/16）法人局長 齊藤祐一 『ザ ばんから～まじめな変人の一育成課程～』  

第 20 回（10/30）リハ学科 PT 専攻岩下佳弘 『内部障害研究グループ-紹介少しと私の行動とその時の気 

持ち-』 

第 21 回（11/13）大学院生 福永、福島、三宅 『みんなおいでよ！大学院』卒業後の進路、考えていますか？ 

第 22 回（11/28）医学検査学科 4 年 岡田哲樹 『東北大震災のボランティアを通して』体験から学んだこと ・ 

現地の様子について 

第 23 回（12/11）ボランティアグループ Rideto 代表者 『発足から 3 年目を迎えた Rideto - 3 年分の笑

顔を皆さんにおすそ分けします??』 

番外編（12/25）医療ボランティアグループ Lovers と野田かつひこさん 音楽朗読劇「Feeling～天国からの

手紙～」命の歌 クリスマスソング  

2018 年 

第 24 回（1/15）学友会の皆さん『献血について学ぼう！』 

第 25 回（1/22）医学検査学科 池田勝義『普遍性と多様性‐Standardization と Harmonization の間で‐』

信頼される臨床検査のために！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ラーニングコモンズ？『キャンパステラス』

ではナニが！ 

ラーニングコモンズ・キャンパステラスでは、授

業や演習、イベントほか、さまざまな活動が行わ

れています。その一部を紹介！ 

・アカデミックスキルラボ 

文献講読会やライティング指導ほか 

 ・スタサ 

  学修についての悩みに、先生が相談にのってくれ 

ます。 

 ・ピアサポーター活動 

学生同士の相談会やミーティングほか 

・学友会活動 

各種活動、報告会やミーティングほか 

 ・気ままなメンバーでグループディスカッション 

 ・個人での利用も自由！ 

大型電子黒板 3 台、ホワイトボード、貸出用ノー

ト PC20 台とデスクトップ PC3 台、カラープリ

ンター、大型プリンターも利用できます。 

授業だけではありません。 

いつでも皆さんで気ままに楽しく使ってみてくだ

さい！予約もできます。詳しくはカウンター担当者

におたずねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お知らせ 

１．4 月第 2 週からの図書館開館について 

通 常 期  平日開館時間 9:00-21:00 

土曜開館時間 9:30-18:00 

      図書館HPの開館カレンダーもご覧ください。 

   キャンパステラスの開室状況も大学 HP で確

認できます。 

2. 長期学外実習中は、特別貸出ができます。 

カウンターで、長期実習であることを申し出て 

ください。 

  ３.  30 年度の学生スタッフを募集しました。研修 

後、図書館スタッフとして一緒に図書館を盛り

上げていきますので、よろしくお願いします！ 

 ４．図書の購入希望は、館内リクエストボックスま 

たは、マイライブラリー（図書館ホームページ 

Top に入口があります）からできます。 

５．文献検索などわからないことがありましたらカ

ウンターの相談コーナーへお越しください。 

６．図書館専用 LINE を開設しました。  

図書館やラーニングコモンズの最新情報を発 

信します。 

 

○編集後記 

ご卒業、ご入学、皆さん、おめでとうございます。

図書館では、新たに最強キャラクター（ホカボンと

ホカじい）の応援のもと、皆さんとともに図書館を

つくっていきたいと考えています。皆さんのアイデ

ィアやリクエストをお待ちしています。 

 

©熊本保健科学大学附属図書館 2018.4.30 

URL  http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/library.html 

ここから 

登録 

◆第 3 回学生選書ツアー 行ってきました！ 

 2017 年 10 月 7 日（土）午前 10 時から 2 時間、

書店で実施しました。3 名の学部生と教職員が参

加し、選びました。参加した学生さんから「楽し

かった。また参加したい」との声。選んだ本は、

新着コーナーに配架しています。次は 6 月開催！ 

 

被災地のボランティア活動から

先進の研究活動まで、 

クマホの今がわかるぞ！ 

まだまだ続く・・・ 

こうご期待！ 


