
“schola(スコラ)”という言葉を聞いたことはないでしょうか。高校時代に世界史を選択し

た方は“スコラ学”とか“スコラ哲学”に聞き覚えがあるかもしれません。学校(school)

を意味するラテン語なのですが、語源をさらにさかのぼるとギリシャ語の“schore”にた

どり着きます。意味はなんと“暇なところ”です。医療系大学を始めとする理系学部など、

空きコマが少なく、それほど暇ではないので、一見“学校＝学ぶところ”と“暇なところ”

は結びつかないかもしれませんね。しかし本来学問を深めていくためには、思索をめぐらす

時間的な余裕が必要なのです。ルーチンワークだけで日が暮れてしまっては、考える余裕は

中々ありません。新たなアイデアを生み出すには心の余裕も必要でしょう。目の前の課題に

集中することはもちろん大切ですが、直接的に自分が関わらない領域を覗いてみると意外な

効果が生まれることもあります。学生の皆さんであれば、普段学ぶ教科書の中の話ではなく、

教科書の知識が生み出される源の研究の世界を知る、先生方であれば自分の専門以外の研究

に触れる、それを可能にする場として“サイエンスカフェ”始めました。肩ひじ張らず、ア

ットホームな雰囲気で、演者も聴者も気軽に話せる場に出来ればと思っています。夕暮れの

ひと時を、コーヒー片手に様々な研究テーマで 

ディスカッションを楽しみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    月 1 回、キャンパステラスで『サイエンスカフェ』学術研究部と合同で開催中！お茶を飲みながらいろんな

科学のお話を聞いて見て体験して・・・大学では、どんな研究がおこなわれているのか、覗いてみましょう。 

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

 

 

♦サイエンスカフェへのお誘い 

図書館長 飯山準一  

 

  

 

                        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

♦サイエンスカフェ 第 1 回～第 3 回 

  第 1 回 2018 年 11/13（火）       ご案内文から抜粋 

リハビリテーション学科 

准教授 松原誠仁    

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          車イススポーツ最先端の車輪を見せてもらいました♪ 

 

  第 2 回 2018 年 12/4（火）        ご案内文から抜粋 

医学検査学科 准教授 山口類 

   

  

 

 

                           学部生も参加していましたよ。 

 

   

第 3 回 2019 年 1/15（火）        ご案内文から抜粋 

共通教育センター講師 田中恵理 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          文学と身体とのかかわりについて新たな発見！ 
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 「選書ツアー」第 4 ,5 回 

お知らせ・編集後記 

歩行は基本動作の１つであり、日常生活の中で様々な場

面で不随意に行われています。また、全ての身体機能が

統合された結果であるため、何らかの原因で身体機能が

障害された場合、結果として歩行動作に不具合が生じま

す。このように身体機能と動作は密接に関わっており、

日常生活にとどまらず、オリンピックなどでも効率の良

い動きを求めて、多くの研究が行われています。そこで、

日常生活からスポーツまで、「ヒトの動き」に関する研究

について、また、研究上の苦労話、科学との出会いなど。 

今回の発表は熊本大学大学院医学教育部博士課程医学専

攻公衆衛生学においての研究について発表します。環境

化学物質が人体にどのような影響を及ぼすかについての

研究と博士課程の研究の仕方について経験談など。 

アイルランドとジェイムズ・ジョイススの諸作品に触れ

つつ、それら作品を対象としたこれまでの研究について

ご紹介。ここ数年は、作中人物の描写を通した身体表象

に注目しています。そこで、ジョイスの諸作品で描かれ

る身体が 20 世紀初頭のアイルランドの政治的および社

会的状況――植民地支配、民族主義、貧困、不衛生、疫

病の蔓延など――をどのように反映し、そこからどのよ

うなことが読み取れるのかなど。 

第 4 回 2019 年 4/16（火）18：30～ 

場所：キャンパステラス        

看護学科講師 戸渡洋子『健康格差とケイパビリテ

ィ・アプローチ～いのちの公平に向かうアプローチ

とは？～』     どうぞ、ご参加ください。 



 

◆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   

●『目で見る病気 第２版』、『看護のための病態生理とアセスメント』、『目で見る臨床検査 第２版』、『リ

ハビリテーション医学』など、医学映像出版社の DVD 動画を電子ブックで見ることができます。 

  （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。） 

●新しい電子ブックサイト『ライブラリエ』では、旅行ガイドや就職に役立つ本を揃えて 

います。 

○新しく契約したデータベース・電子ジャーナル          

●『医書.jp』では、医学書院等、医療系主流の雑誌の論文や記事を見ることができます。 

     図書館ホームページ Top の『医書.jp』アイコン、または 

     医中誌 Web 検索結果からご利用ください。（学内者限定） 

 

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』第 26～34 回までを振り返ります------------------------------ 

2018 年 4 月から 2019 年 1 月まで 

2018 年 

番外編（4/4）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 26 回（5/14）短期海外留学生の仲間たち『短期海外留学の魅力とは！？』 

 

 

 

 

第 27 回（5/28）リハ学科 ST 専攻 岩村健司、同専攻の学部生『子どもの発達障害って難しい！？障害児・

障害者と触れ合うことで見えてきたこと』 

第 28 回（6/11）認定看護師教育課程 認知症看護分野 研修生『認知症看護認定看護師を目指して来ていま 

す。なぜ認定看護師に・・・？認定看護師って何？』 

第 29 回（6/25）助産別科 中村実穂『Yoga Life こころとからだを結ぶ Yoga 前向きにすごすために』 

第 30 回（10/15）地域包括医療教育研究センター 佐々木千穂『Buddy と共に“夢”重力の世界へーバリア

フリーダイビング』 

第 31 回（10/29）GSLP 参加者、大邱保健大学交換研修生、コンケン大学交換研修生『帰国報告会』 

第 32 回（11/27）図書館 『使ってみよう！電子ブック＆電子ジャーナルのご紹介』 

第 33 回（12/25）コーラス部、吹奏楽部 『クリスマスコンサート』 関連図書も展示 

2019 年 

第 34 回（1/21）共通教育センター 渡邊 淳子『対話を通じたアカデミックスキル指導～熊保大チュートリ

アルシステムの試み～』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新入生へ 図書館を利用しよう！ 

 

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、

先生の推薦図書を利用して学べるので安心です。 

・利用案内：学生便覧やホームページにも記載 

・文献検索講習会：毎週水曜の基礎セミナーで行

います。 

・個別文献検索講習：いつでも受付可。カウンタ

ーまで。 

・学生スタッフによる利用案内 

・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。 

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！ 

 

♦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。また、皆さんが自由に利用で

きる場所です！ 

 ・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 

 ・自由にグループディスカッション 

 ・個人での利用も可！ 

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。 

いつでも皆さんで気ままに使ってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

◆第４回、第 5 回学生選書ツアー！報告 

 第 4 回 2019 年 6 月 23 日（土）学部生 4 名、第 5

回 11 月 3 日（土）学部生 2 名の参加で午前 10 時

から 2 時間、各書店で実施しました。第 5 回は飯山

館長の運転で出発！147 冊を選びました。選んだ本

は、選んだ学生さんのコメントと共に学生選書コーナ

ーに展示中です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 8:50-21:00 

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.  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。 

3． 新しく就活や旅行ガイドなどを集めた電子ブッ

クを新たに追加！どうぞご利用ください。 

 

 

４．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。 

 

※図書館専用 LINE では最新情報を発信します。 

○編集後記 

サイエンスカフェでは、大学の研究を身近に感じる

ことができますよ。皆さん是非ご参加ください。ま

たイベントのアイディアや図書リクエストもお待ち

しています。 

 

海外留学や健康づくり、学部生と共に行う研

究活動、活動は海の中へも・・・ 

クマホの今がわかるぞ！ 

まだまだ続く・・・こうご期待！ 
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