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『ぶらりとらいぶらりい。』

　学生さんも地域の方々も、みんながぶらりと気軽
に立ち寄れる、そんな図書館を目指して、このたび
リニューアルオープンしました。
　より多くの方に、より多くの本を届けたい！
　みなさまぜひ一度お越しください。
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図書館がリニューアルオープン
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　平成25年10月12日（土）、弓削商船では初めてとなる「ブックハンティング」を、広島市の
書店「MARUZEN広島店」にて実施しました。参加者は学生17名、教職員３名の計20名で、
船で因島に渡り、長崎桟橋から貸切バスで広島市へ向かいました。
　学生たちは4,000㎡の巨大な書店で、一人あたり7,000円を上限としてそれぞれ自由に購入
図書の選定にあたりました。初めは広い店内や機械の扱いに戸惑っていた学生たちもすぐに
馴れ、本を真剣に見て回っていました。行き帰りの車内はまるで修学旅行のように賑やかな
雰囲気でした。
　今回学生が選定した図書83冊と漫画40冊は、11月14日に図書館閲覧室内の特設コーナーに
設置されました。来館した学生に大好評です。

第１回ブックハンティングの実施について



南極点のピアピア動画

　著者：野尻　抱介
　出版：早川書房

　ネット上の架空の動画共有サイト、ピアピア動画のカテゴリ、ピアピア技術部と架空のボーカロ
イド、小隅レイを軸にして、近未来の宇宙開発を描いた連作。（ピアピア動画はニコニコ動画、小
隅レイは初音ミクがモデルと思われる）彗星が月面に衝突したことで生じた放出物を用いた、有人
飛行の実現。コンビニの殺虫箱に生まれたクモの巣による軌道エレベータもどき。ボーカロイドに
よる鯨とのコミュニケーション。最後は星間文明との接触と、話は大きく広がっていく。
　動画共有サイト、ボーカロイド、オープン・ソース・ソフトウェア、コンビニの配送ネットワー
クなど現代的なガジェットを読みやすい文章で扱っている。また、J. P. ホーガンと同じように、
全体的に科学技術の発展に対する信頼感があり、安心して読むことができる。
  （推薦者：図書館長　髙木先生）

孤高の天才イチロー　試練からの夢実現力

　著者：児玉　光雄
　出版：パブラボ、星雲社

　メンタルカウンセラー・スポーツ心理学者が、世界のイチローを通して日々の生活へのアドバイ
スを行った読み物である。一度しかない人生で夢を描くことの大切さを、モチベーション、イメー
ジ、潜在能力などのキーワードを用いて説明している。また、失敗、回復の重要性についても触れ
ている。
　やさしくて読みやすいので、読書があまり好きでない人にもお勧めです。今から心機一転と考え
る学生にはいいアドバイスが得られると思います。
  （推薦者：電子機械工学科　鶴先生）

きみはいい子

　著者：中脇　初枝
　出版：ポプラ社

　夕方５時までは家に帰らせてもらえないこども。娘に手を上げてしまう母親。求めていた、たっ
たひとつのもの―。それぞれの家にそれぞれの事情がある。それでもみんなこの町でいろんなもの
を抱えて生きている。
　虐待という重いテーマですが、各話とも愛情深い人々も関わってくるので、どこか逃げ道を感じ
るお話になっています。
  （推薦者：情報工学科　桝田先生）
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犬は勘定に入れません…あるいは、消えたヴィクトリア朝花瓶の謎（上・下）

　著者：コニー・ウィリス（大森　望　訳）
　出版：早川書房

　タイムマシンSFの傑作。ユーモアとペーソス、ウィット満載。思わずニヤリとする結末。ネタ
がばれると面白くありませんのでストーリーは書きません。まず、面白い本を沢山読みましょう。
  （推薦者：総合教育科　日下先生）

かくして冥王星は降格された ― 太陽系第９番惑星をめぐる大論争のすべて

　著者：ニール・ドグラース・タイソン（吉田三知世　訳）
　出版：早川書房

　冥王星の「降格」は2006年ですから、学生のみなさんが中学校で太陽系について習ったときには
既に冥王星は準惑星になった後ですね。冥王星を発見した米国では結構な騒動だったようで、その
顛末が書かれたのが本書です。惑星の数が、科学の発展により何度も変わってきたというところが
興味深かったです。小惑星というカテゴリができる前、惑星は23個もあったとか！
  （推薦者：図書館司書　甲斐）

いとま申して ―「童話」の人びと

　著者：北村　薫
　出版：文藝春秋

　作家・北村薫が、かつて児童文学を志し、雑誌「童話」に投稿していた父の日記を読み解きなが
ら父の少年時代を綴っていくという、父子の共著ともいうべき少し変わったかたちの小説。金子み
すヾや淀川長治のような後に知られるようになる名前が父の名とともに並んでいるのを目にしたと
きの筆者の驚きはいかほどであったか。戦争前、大正期の文化的な学生たちの暮らしがリアルに伝
わってきます。
  （推薦者：図書館司書　甲斐）

男の品格　気高く、そして潔く

　著者：川北　義則
　出版：PHP研究所

　仕事もプライベートも、ゆとりのない男には魅力がない－。誰もが忙しい時代だからこそ、「遊
び心」を持つことは、何よりも男の器量を磨いてくれる！本書は、仕事、家庭、恋愛、趣味、美学
など多様な角度から“男の品格”とは何かを教えてくれます。
　「何でも『面白いな』と思える人が勝つ」「子供に尊敬される遊び人になろう」など、厳しい社会
で男として行き抜くヒントがたくさん書かれています。
　男とは。。。男たる者は。。。男って。。。男たちよ。。。
　僕も息子にとっていつまでもかっこいいオヤジでありたいなって思いました。
  （推薦者：図書館　中塚）
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武内英樹　監督　『テルマエ・ロマエ』

大根　仁　監督　『モテキ』

犬童一心・樋口真嗣　監督　『のぼうの城』

森　義隆　監督　『宇宙兄弟』

吉田大八　監督　『桐島、部活やめるってよ』

大友啓史　監督　『るろうに剣心』

細田　守　監督　『おおかみこどもの雨と雪』

ルパート・ワイアット　監督
『猿の惑星　創世記』

ブラッド・バード　監督
　『ミッション ･インポッシブル

ゴースト ･プロトコル』

その他多数

平成２５年度
作文コンクール優秀作　　

平成２５年度
学生図書委員

優秀作
　梶原　隆議　（Ｉ４）
　　　　「インターンシップを終えて」

　青木　航太　（Ｍ２）
　　　　「バイト・リポート」

　宮原　悠斗　（Ｓ１）
　　　　「僕の夢」

　大番　翔太　（Ｍ１）
　　　　「おばあさんの知恵」

　渡邉　裕樹　（Ｍ１）
　　　　「挑戦と変化」

　藤野　成美　（Ｉ１）
　　　　「わたしの思春期」
　村上　　華（Ｉ１）　
　　　　「私と携帯」

佳　作
　大畑　新太　（Ｓ１）
　　　　「私の長所と短所」

　木村　　霞　（Ｓ１）
　　　　「私の将来の夢」

　三宅　翔大　（Ｓ１）
　　　　「私の中学生活」

　太平　　尚　（Ｍ１）
　　　　「私の部活動」

　田中　祐朔　（Ｍ１）
　　　　「部活動」

　奥田　智宏　（Ｉ１）
　　　　「私と電脳世界」

　矢野　祐貴　（Ｉ１）
　　　　「僕の成り立ち」

　山本　誉子　（Ｉ１）
　　　　「私ができるボランティア」

Ｓ１　砂川　翔吾
Ｍ１　丸山　雄弥
Ｉ１　村上　　華

Ｓ２　中橋　久美
Ｍ２　中能　弘人
Ｉ２　白川　友理

Ｓ３　新谷　昂平
Ｍ３　川上　允暉
Ｉ３　濵岡　真鈴

Ｓ４　今岡　拓己
Ｍ４　大平　裕太
Ｉ４　表　美早紀

Ｓ５　五井　和貴
Ｍ５　世良　耀亮
Ｉ５　濵本　修平

新着ＤＶＤ情報

100インチシアターで視聴できます！

気軽にスタッフまで声をかけてくださ
いね。
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年間貸出ランキング（2013.4〜2014.1）

　第１位　「暦物語」  ６回　

　第２位　「鬼物語」「有頂天家族」  ５回　

　第４位　「憑物語」「傾物語」「悲鳴伝」 ４回　

　　　　　「ソードアート･オンライン（1）」 〃　　

　　　　　「ソードアート･オンライン（5）」 〃　　

　　　　　「ソードアート･オンライン（6）」 〃　　

　　　　　「三匹のおっさんふたたび」  〃　　

　　　　　「疾風ロンド」「陽だまりの彼女」  〃　　

　第１位　西尾　維新  ７０回（16人）　
　第２位　川原　　礫  ３８回（７人）　
　第３位　東野　圭吾  ２４回（15人）　
　第４位　有川　　浩  ２０回（６人）　
　第５位　佐島　　勤  １８回（５人）　

順位 書　　　　　名 著　者　名 貸出回数

１ 品質管理検定３級受験対策問題集 QC検定問題集編集委員会 31

２
画像処理エンジニア検定エキスパート ･ベーシ
ック公式問題集

画像処理エンジニア検定
問題集編集委員会

27

３ 栢木先生の基本情報技術者教室　平成25年度 栢木　　厚 21

４ 二級海技士（機関）800題　平成25年版 機関技術研究会 18

５
画像処理エンジニア検定
２級・３級公式問題集

画像処理エンジニア検定
問題集編集委員会

15

５ 品質管理検定４級受験対策問題集 QC検定問題集編集委員会 15

７ 自動制御入門のためのラプラス変換演習 小郷　寛・佐藤真平 13

８ 内燃機関講義　上　第３次改著 長尾不二夫 12

８ 最頻出！SPI パーフェクト問題集　2014年度版 就職対策研究会 12

８
キタミ式イラスト IT 塾　基本情報技術者
平成25年度

きたみ　りゅうじ 12

８ 海技士２N徹底攻略問題集　３版 東京海洋大学海技試験研究会 12



　早くも弓削商船での二年目が終わろうとしています。今年度は読書会に代わり第一回となるブッ
クハンティングを実施しました。他の大学や高専での実施例は多いものの、なにしろ本校では初め
てのことですから、何から何まで手探り状態で色々と不安もありました。幸い特にトラブルなども
なく、滞りなく実施することができました。来年度もうまくいくことを願っています。
　前ページの「人気の作家」の欄ですが、今年度はライトノベルを大々的に導入したこともあり、
昨年度とはだいぶ変わってきています。一年前に入れた物語シリーズを中心に、西尾維新が圧倒的
な人気ですね。前回一位の有川浩も、今年度新作がなかったものの人気は衰えず三位です。
　最後に。三月で私は退職しますが、これからも弓削商船の図書館をよろしくお願いします。
  （図書館司書・甲斐）
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図書館利用状況（2013.4〜2014.2）

平　日 土　日 計

学　生 17,687 1,142 18,829

教職員 　　631 　　58 　　689

学外者 　　349 　394 　　743

計 18,667 1,594 20,261

�　入館者数 �　貸出冊数

平　日 土　日 計

学　生 2,050 159 2,209

教職員 　790 196 　986

学外者 　512 293 　805

計 3,352 648 4,000

☞　開館時間　　平日：　８：３０〜１８：００
　　　　　　　　土日：１０：００〜１６：００
　　　　　　　　夏期休業など休業期間中は、平日１７：００まで。
　　　　　　　　土日は休館。
☞　貸出冊数　　本科生　３冊、専攻科生　５冊、教職員　５冊、
　　　　　　　　学外の方　５冊

☞　貸出期間　　２週間
☞　ＨＰ　　http://www.yuge.ac.jp/library/

利　用　案　内

司　書　か　ら


