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お気に入りの雑誌をチェック！

Ｙ ＰＵ

図書館（本館）の雑誌を利用したこと、ありますか？
なに！その存在すら気づかなかった？
あわただしかった４月が過ぎ、大学生活にも慣れた今、図書
館にも足を向けて自分のお気に入りの雑誌を見つけませんか？
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教職・司書・学芸員の資格を目指すぞ！派には・・・
「教職課程」「学校図書館」「博物館研究」など

?

■

週末はアクティブに過ごしたい！派には・・・
「山口県タウン情報トライアングル」など

?

流行にいつも敏感でいなくっちゃ！派には・・・
「Men

新入生のみなさんも、新しい生活にだいぶ
慣れてきたのではないかと思います。
慌しい学生生活の中、図書館には「スロー」
な時間が流れているコーナーもあります。
心和む空間で「暇をつぶしたり」、「まった
り」した時間を過ごすことも図書館利用の一
つの方法ではないでしょうか。
図書や雑誌を借りるため、論文検索や情報
検索のための利用ももちろん大歓迎です。
2 階のブラウジングコーナーには新しい雑
誌も揃えました。本号４ページで紹介してい
ます。

２F 一般雑誌 コーナー

s Non･no」「non no」「日経エンタテインメント」など
その他、授業や論文作成に参考となる学術雑誌も置
いてあります。その他、授業や論文作成に参考となる
学術雑誌も置いてあります。
なお、雑誌担当がお勧めする No.1！は１階の「語学
雑誌」を集約したコーナーです。といっても学生用パ
ソコン周辺のブックトラックに載せているだけですが、
皆さんの目につきやすい場所に置いてみました。
英語・スペイン語・中国語・ハングルの４種類があり
ます。
貸出冊数や貸出期間など、詳しくはカウンターにお問
い合わせください。
２F 学術雑誌室

１F 語学雑誌〈新着コーナー〉

また、お持ち帰り自由の学生生活に役立つパンフレットや
情報誌、リサイクル図書も用意しています。
４月から図書館勤務になったばかりの職員 1 名も、図書館
利用のサポートで頑張っていますので、是非お立ち寄りくだ
さい。新人を含め、職員一同お待ちしています。

■
編集後記
新入生のみなさんの忙しい日々も多少落ち着いたところだと思います。本号は新入生向けの記事
を載せました。ゆっくりと目を通してみてください。
図書館は資料を探したり、情報を検索したりする場としてだけでなく、くつろぐ場としての側面
も持っています。そうしたスペースとしてもご利用ください。

和みの空間・附属図書館へどうぞ！

附属図書館のホームページを活用しよう！

◆

■編集・発行/山口県立大学附属図書館
〒753‑8502 山口市桜畠 3‑2‑1
TEL.(083)928‑0522 FAX.(083)928‑0279
E‑mail:lib@sakura3.yamaguchi‑pu.ac.jp
http://www.yamaguchi‑pu.ac.jp/index.php?M̲ID=9
−４−

附属図書館のホームページからは、いつでもどこでも、来館することな
く様々な情報を入手することができます。 利用案内、資料検索、情報検
索など、色々なメニューが情報への入口となっています。
新入生のオリエンテーションでお配りした「附属図書館のホームページ
案内板」ではそれぞれのメニューについて詳しく紹介しています。
ホームページをリニューアルしてから３年近く経ちました。この間、電
子ジャーナルを充実させたり、機関リポジトリの公開、人文・社会科学分
野のデータベース導入、調査・研究に役立つサイトへのリンクの拡充、様々
なデータベースのトライアル実施などを行ってきました。
まず附属図書館のホームページをチェックし、図書館利用の達人になっ
てください。
−１−
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所属していたサークル
バレ−ボ−ル部
大学時代の思い出
大学時代の一番の思いでは部活。大学4年の７月まで、部活を中心に生活がまわっていた。それほどに
没頭していたので、かけがえのない思い出も多い。
図書館を利用していた？
部活が無い長期の休み（
夏休み等）
ではバイト以外は図書館に籠もって、専門書を読んでいた。因み
に、大学１年の夏は唯物論を徹底して精読した（よく理解できなかったが．．．）。

名前

所属

出身地
A型

好きな作家

・宇宙（
論）に関する本（漫画も含む）
・現代史に関わるノンフィクション本．．．

・
柳田邦男
・
金森修
・
鷲田清一．．．

学生におすすめの本

青木 邦男 （あおき くにお）
社会福祉学部社会福祉学科 教授
誕生日・星座
中華人民共和国が成立、湯川秀樹がノ−ベル物理学賞を受賞した年（
注１）生まれのLibra
血液型

好きな本

山口県

趣味
氷と檸檬のスライスを入れたコ−ラを片手に、宇宙（論）
に係わる本やDVD等を読んだり観賞したりすること。
バイクでのんびり疾走すること、ほか。
特技・
自慢
残念ながら、思い当たるものがない．．．トホホ？
座右の銘（
モットー）

・「宇宙を織りなすもの」上下、ブライアン・
グリ−ン、草思社
宇宙の始まり、次元、パラレル・
宇宙やタイムトラベル等について非常に分かりやすい
説明がなされていて面白い。
・「＜弱さ＞のちから」
、鷲田清一、講談社
弱さがもつ意味を丁寧に解説している。弱さには内なる力があるのです。
・「看護助手のナナちゃん」（
まんが）野村知紗
病棟での厳しい現実を真摯にみつめながらも、ほのぼのとした眼差しで描いているマンガです。心が何
故か温かくなる。
先生にとって図書館はどのような場所？
今は先行研究や研究資料を見つけ出す場所。日常の慌ただしい生活から、ちょっとだけ違う時間の流れ
る場所に身を置くようなものかもしれません。

座右の銘らしきものを持ちたいと思いながら、今だ、果たせない。
人生の明日を照らす座右の銘があれば、是非、教えてください。
研究テーマ
・高齢者の健康・
体力や生きがいなどを高めるための方法を調査研究しています。
・競技力を高めるためのレジスタンス・
トレ−ニングの方法について研究しています。
・スポ−ツ（する、観る）で感動することの意味と生活への影響について調べることが次の研究テ−マです。
顧問をしているサークル
バレ−ボ−ル部及び陸上部の顧問をしています。
加えて、この5月から、ア−チェリ−部の顧問もする予定です。
模範となる技術指導は出来ませんので、口で檄をとばす役割です。

学生へのメッセージ
大学時代は心身共に何かに没頭できる季節（
とき）
だと思います。何もしなくても、時間が過ぎていくし、何かに拘
っても時間は過ぎていきます。であれば、何か自分の中に埋もれている潜在力を開花させるようなコトにひたすら
に打ち込んでみる機会ではないでしょうか。それが、今です。図書館にふらっと立ち寄ってください。貴方の潜在
力に火を付ける知的刺激や契機がそこにあるかも知れません。いや、あるはずですよ。きっと！

青木先生おすすめの本３冊、購入決定！
８月には書架に並ぶ予定です。
お楽しみに！

注１：1949年 天秤座
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