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　弓削商船高等専門学校図書館では、平成29年
10月14日㈯、広島市の書店「MARUZEN広島店」
にて「平成29年度ブックハンティング」を実施しま
した。参加者は学生21名、教職員3名の計24名で、

因島の長崎桟橋に集合し、貸切バスで広島市の書店へ向かいました。
　学生たちは一人あたり10,000円を上限として、2時間にわたり約
120万冊の中から、真剣な眼差しで図書館に入れる本を選んでいまし
た。選ばれた84冊の本は図書館閲覧室にコーナーを設置して展示して
います。
　来年度も秋頃に開催予定ですので、今回参加できなかった学生はも
ちろん皆さんぜひ参加して下さい！

ブックハンティングに参加した学生の声

ブックハンティングを行いました

ブックハンティングコーナーで
よく借りられている本

平成29年度

『サイバーセキュリティテスト完全ガイド』
　　　　　　　　　　   （著：Peter Kim）
『ラズベリー・パイで遊ぼう！』（著：林 和孝）

『わかりやすい機械工学』（著：松尾哲夫）

『暴力の解剖学』（著：エイドリアン・レイン）
（2017.11～2018.01 集計）

●読んだ人がいろいろ考えさせられるような本を選びました。
●自分が選んだ本を図書館に置いてもらえるのが嬉しい。
●本に興味を持ついい機会になりました。●また来年も参加したいです！
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　図書館では「岩波ジュニア新書」、「岩波ブックレット」、「講談社現代新書」、「ブルーバックス」の4つの新書を
購読しています。その中でもオススメの新書を並べましたので、皆さんぜひ読んでみてください。

　芥川賞・直木賞・本屋大賞を受賞した作品を展示しています。有名な作品が数多く展示されており、図書館の中
でも特に人気のあるコーナーです。

　各学科の教員による、学生の皆さんに読んでもらいたい本を配架した
コーナーです。
　専門書や問題集、小説など幅広いジャンルの本が並んでいます。

企画展示コーナーの紹介

『百年泥』 （著：石井遊佳）

『ふたたびの高校数学』 （著：永野裕之）

『おらおらでひとりいぐも』（著：若竹千佐子）

『銀河鉄道の父』 （著：門井慶喜）

『月の満ち欠け』 （著：佐藤正午）

『技術者たちの敗戦』 （著：前間孝則）

『無限論の教室』 （著：野矢茂樹）

『企業家精神とは何か』 （著：根井雅弘）

『チームスポーツに学ぶボトムアップ理論』（著：畑 喜美夫）

オススメ新書コーナー

受賞作品コーナー

教員選定図書コーナー

主な
図書

『サイバー攻撃』 （著：中島明日香）
（ブルーバックス）
『新・日本の階級社会』 （著：橋本健二）
（講談社現代新書）
『保育園は誰のもの』 （著：普光院亜紀）
（岩波ブックレット）
『短歌は最強アイテム』 （著：千葉　聡）
（岩波ジュニア新書）主な

図書

『影裏』 （著：沼田真佑）

pick
UP!

pick
UP!

芥川賞受賞作品

直木賞受賞作品
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図書推薦文コンクール優秀作

　この本は書名から分かるように、2つの作品が収録されている。今回、私
は「蟹工船」について、推薦文をまとめたいと思う。
　蟹工船の大まかなあらすじは、北海道とロシアの境でカニ漁を行う工船
に乗る労働者たちが理不尽な労働環境に抗い、打開しようとするという物
語である。
　この作品を推薦する理由は、作者の情景描写である。比喩、オノマトペを
絶妙に織りまぜ、労働者と一括りにされがちな登場人物の個性や、苛酷な
労働風景をリアルに読者に伝えてくる。
　私はこの本を「働く人々」に読んで欲しいと思っている。もちろんいずれ
仕事に就き、働く事になる学生にも読んでもらいたい。作中の劣悪・苛酷・
理不尽な労働環境は、現代の「ブラック企業」などに通ずる所があるのでは
ないだろうか。
　作中の彼らに同情するだけではなく、その逆境を覆さんとする力も学び
たい。

（推薦者：商船学科 5年　木村　霞）

　私は最近、太宰治や織田作之助、坂口安吾など戦後に活躍した文豪たち
の作品を読んでいる。戦後まもない人々に力を与えた物語や戦争中には
「時節柄ふさわしくない」という理由で発禁処分を受けた物語など様々な
話がある。彼らが生きた時代を知りたいと思い、私は今回推薦する本を手
に取った。
　学研中学社会には、中学生が学ぶ社会の内容がぎっしり詰まっている。
私は歴史目当てで読んだが、歴史以外にも、地理や公民も丁寧に解説され
ている。中学の頃、私は社会が最も不得意であった。しかし、この本は歴史
の流れを小さく分け、短文ずつで書かれているため読みやすく、頭に入っ
てきやすかった。中学の頃分からなかった事が分かる喜びやあの頃学んだ
なという懐かしみを感じた。
　好きな文豪が生きていた時代を知りたいと思い本書を手に取った。歴史
はどの分野においても関わってくるものである。簡単に理解したい時、中
学生向け教材は最適だと思う。

（推薦者：情報工学科 5年　村上　華）

著者名：小林多喜二
蟹工船 党生活者

出版社：新潮社（新潮文庫刊）

著者名：学研プラス
学研パーフェクトコース中学社会（改訂版）

出版社：学研プラス

図書推薦文コンクール優秀作
平成29年度

平成29年度の夏季休業・冬季休業中に実施した図書推薦文コンクールで優秀賞を受賞した作品を掲載しています。
ここに掲載している本は図書館に所蔵していますので、皆さまもぜひ読んでみてください。
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　この本は自分の自信を出させてくれる方法が分かる本です。自信を持た
ないと何に対しても大きな成功を掴む事はできません。そう聞くと、なぜ
自分は自信を持たないんだろうと思います。しかし、自信を持つという事は
自分が思っている以上に簡単だったりします。まず、自信をつけるためには
チャレンジすることが大切です。チャレンジをしなければ何も起こりませ
ん。チャレンジをすることで自信がついてきます。チャレンジにはお金も学
歴もいりません。チャレンジをしたという経験が自分に自信をもたらせ、や
がて大きな成功へと導くのです。
　この話を聞いて、今まで私は自信をつけたいと思いつつ、どうせ何をし
てもだめだとやる気すらなかったことを思い出しました。しかし、この本を
読んで、チャレンジしてみるということの大切さを学びました。これからは
やる前の先入観に負けず、失敗を恐れずに経験を増やして自信をつけてい
きたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（推薦者：情報工学科4年　山本　誉子）

　この本は、記者の清水氏が、ある事件と司法の闇を世に伝えるために書
いたものです。
　この本を読んでいくうちに、今まで信頼していた警察や裁判所に対する
印象が一変します。裁判所は必ず正しい判断をするとは限らないし、警察
も都合が悪いことはもみ消します。清水氏や被害者遺族の必死の活動によ
り、警察や司法は自らの過ちを認めますが、得られたのは形だけの謝罪の
み。冤罪が証明され真犯人への手がかりもあるのです。にも関わらず、大人
の事情で真実を隠蔽しようとする警察に強い憤りを感じ、同時に世の中の
不正や悪意に、ジャーナリストとして報道という手段で立ち向かっていく清
水氏の熱意に引き込まれていきます。
　この本には、知らなかったでは済まされないノンフィクションならではの
現実が描かれています。
　きっとあなたの常識や価値観は変わってしまうでしょう。それでも一人
でも多くの人に読んで欲しい一冊です。

（推薦者：商船学科2年　島本　順）

著者名：植松　努

「どうせ無理」と思っている君へ ～本当の自信の増やしかた～

出版社：PHP研究所

著者名：清水　潔
殺人犯はそこにいる ～隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件～

出版社：新潮社（新潮文庫刊）

図書推薦文コンクール優秀作図書推薦文コンクール優秀作
平成29年度

平成29年度の夏季休業・冬季休業中に実施した図書推薦文コンクールで優秀賞を受賞した作品を掲載しています。
ここに掲載している本は図書館に所蔵していますので、皆さまもぜひ読んでみてください。
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おすすめ本リストおすすめ本リスト
1 タイムリーで為になる短い本（ブックレット）

2 今の話題を掘り下げる本

3 サイエンス・数学お勧め本

4 マニア向け歴史

5 とにかくおもしろい そして為にもなる（多分）

『スノーデンが語る「共謀罪」後の日本』 （軍司泰史/岩波書店）

『沖縄の基地の間違ったうわさ』 （佐藤学・屋良朝博 編/岩波書店）

『リニア新幹線が不可能な7つの理由』 （樫田秀樹/岩波書店）

『メディアに操作される憲法改正国民投票』 （本間　龍/岩波書店）

『ルポ　どうなる？どうする？築地市場』 （永尾俊彦/岩波書店）

『ナフ川の向こうに:バングラデシュで生き抜くロヒンギャ民族』（狩新那生助/柘植書房新社）
『白鵬伝』 （朝田武藏/文藝春秋）

『イスラームとの講和:文明の共存をめざして』（内藤正典・中田　考/集英社新書）
『海を渡る「慰安婦」問題:右派の「歴史戦」を問う』 （山口智美/岩波書店）

『ユニクロ潜入一年』 （横田増生/文藝春秋）

『ひらめきを生む「算数」思考術:問題解決力を高める厳選43題』（安藤久雄/ブルーバックス）
『サイバー攻撃:ネット世界の裏側で起きていること』（中島明日香/ブルーバックス）
『我々はなぜ我々だけなのか:アジアから消えた多様な「人類」たち』（川端裕人/ブルーバックス）

『室町の王権:足利義満の王権簒奪計画』 （今谷　明/中公新書）

『観応の擾乱:室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い』（亀田俊和/中公新書）

『海の男 ホーンブロワーシリーズ全巻』（セシル・スコット・フォレスター/早川文庫）

『３びきのかわいいオオカミ』（ユージーン トリビザス, ヘレン オクセンバリー/冨山房）

『地域から考える世界史:日本と世界を結ぶ』（藤村泰夫・岩下哲典編/勉誠出版）

『高校数学の美しい物語』 （マスオ/ SBクリエイティブ）

『大学編入のための数学問題集』 （碓氷久/大日本図書（高専数学にも最適））

『3.11後の子どもと健康』 （大谷尚子・白石草・吉田由布子/岩波書店）

一読爆笑　大人も楽しめる絵本　じっくり読むと……

海洋冒険小説の決定版！
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貸出ランキング貸出ランキング
年間貸出ランキング（2017.4～2018.1）

学生に人気の一般書ランキング

学生に人気の小説ランキング 学生に人気の小説家ランキング

順 位 書　　　　　名 著 者 名 貸出回数

23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
問題編集委員会

18文部科学省認定工業英検4級問題集 日本工業英語協会

17パソコン検定試験「P検」
準2級対策テキスト&問題集 富士通オフィス機器株式会社

14文部科学省認定工業英検4級クリア 高橋　晴雄

14よくわかる3級QC検定合格テキスト4

4

3

2

1

福井　清輔

順 位 書　　　　　名 著 者 名 貸出回数

6絶対内定2016 面接の質問 杉村　太郎[ほか]

5理科系の作文技術 木下　是雄

5スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン カーマイン・ガロ

5人生はもっとニャンとかなる！ 水野　敬也

5イラスト記憶法で脳に刷り込む
英単語1880

i（アイ）

書　名順位 順位著 者 名 著 者 名貸出回数 貸出回数

西　加奈子 9

4

5

4

5

1
コーヒーが
冷めないうちに 川口　俊和 82

蜜蜂と遠雷 恩田　　陸 82

1

2

3

罪の声 塩田　武士 7

コンビニ人間

佐島　　勤

川原　　礫

鎌池　和馬

西尾   維新

有川　　浩村田沙耶香 6

92

68

54

45

29

2

2

2

2

1

吉野　邦昭[ほか]
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図書館利用案内

図書館利用状況

入館者数 （人） 貸出冊数 （冊）

（2017.4～2018.1）

弓削商船高等専門学校
独立行政法人国立高等専門学校機構

HP：http://www.yuge.ac.jp/library/
TEL ： 0897-77-4617
愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000番地
〒794-2593

開　館　日／月曜日～日曜日（休館日を除く）

開　館　時　間／平　日： 8時30分～18時00分

　　　　　　土　日：10時00分～16時00分

　　　　　　ただし、夏季休業等、休業期間中は平日：17時まで、土日：休館

休　館　日／国民の祝日、年末年始、その他臨時に休館が必要な場合

貸　出　冊　数／10冊

貸　出　期　間／2週間

教職員

学　生

学外者

　計

484

25,594

平　日 土　日 計

114

26,192

40

2,852 28,446

671

3,563

524

785

29,755

教職員

学　生

学外者

　計

635

2,389

平　日 土　日 計

145

3,169

98

253 2,642

22

373

733

167

3,542

多読賞受賞者平成29年度

平成29年度（平成30年1月まで）の図書貸出冊数が多かった以下の学生に多読賞を授与しました。

特別多読賞

多　読　賞

（貸出冊数70冊以上：貸出冊数1位～5位）

（貸出冊数40冊以上：貸出冊数6位～15位）

・田村　安志（商船学科2年）　　　　　　　　・馬越　隆成（電子機械工学科2年）   

・矢野　祐貴（情報工学科5年）　　　　　　　・向井祐太朗（商船学科1年）       

・村上　　華（情報工学科5年）       

・田頭　直樹（情報工学科2年）　　　　　　　・苅田　優海（情報工学科5年）       

・西山　政明（生産システム専攻1年）　　　　・小野亜優美（電子機械工学科1年）       

・鳴川　　匠（電子機械工学科1年）　　　　　・池田　友行（商船学科2年）       

・田和　将也（電子機械工学科1年）　　　　　・木村　　霞（商船学科5年）       

・瀬野　優香（電子機械工学科3年）　　　　　・武田　　海（電子機械工学科4年）
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