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巻頭言 ときめく医療系図書館に

純真学園図書館はチーム医療を支援する医療系図書館として整備されつつある。その濫觴は学園祖
福田昌子先生が産婦人科医として高校に看護科、大学に医用電子コースを創設されたことによる。保
健医療学部の発足に伴い、教科書、参考書、研究図書、雑誌を専門教員の協力により、選書、購入、
配架している。医療系専門図書の選書は当学園司書にとっては未知の世界である。またこの分野のリ
ファレンスサービスになると十分な対応出来ているとは言い難い。
相互貸借制度や九州地区の相互利用制度を活用しながら運営している。国試対策も新たな重点課題

である。平日の21時までの延長、土曜日開館、純真レストランの夜食サービス、後援会からの図書寄
贈で国試問題集の充実をはかっている。看護師・保健師の国試問題をＷＥＢで勉強することもできる。
医学文献検索サービスのメディカルオンラインも導入され、研究室からもアクセスできるので利便性
も格段に向上している。将来大学院ができる頃はPubMedばかりでなく、外国雑誌のフルテキストに
もアクセスできるようになると、より研究が進めやすくなる。
ＩＣチップによる蔵書管理やICカードによるゲート管理、資料のデジタル化やクラウド化も視野に

いれて、専門書だけではなく、学園訓の気品、知性、奉仕の精神を涵養する、教養書の充実をバラン
スよく整備し、図書館にはいると、なにかしら、胸のたかまり、ときめきをおぼえる、そのような図
書館になればと思っている。

 図書館長　上松  弘明



IT化が進むなか、便利な世の中になったと感じながら
日常を過ごしている。そのなか、仕事などで書類や手紙
を書いている際に漢字が思い出せない時がある。学生
時代はよく手書きでレポートを書いてきたが、今はパソ
コンで入力するだけで漢字変換できる便利さに頼って辞
書で調べる機会も少なくなったと痛感している。
また、書籍においても電子書籍というものが世の中に

でてきているが、年々、新しいものには積極的に取り入
れようという意欲もなくなってきている自分に年を取った
なぁと実感するこの頃である。しかしながら、古き物に
も良さがある。音楽においてもレコードであった時代か
らCD、LD、MD、DVDへと移り変わったが、レコード
独特の音質の良さはこれらに勝るものがないと聞く。一
方、テレビ番組ではお笑い芸人の番組が多いなか、娯
楽をうまく融合した教養番組も増えたなぁと感じている。
何気なく食事の際にテレビをつけてみると、たまたまそ
の番組がやっており観てみると、意外に分かりやすく納
得してしまう。また、うまく講義に利用できないかと意識
して機会があれば、また観ようと思う気になったほどだ。
しかしながら、映像や図などを用いた説明は確かに分か
りやすいが、録画などしていなければ確認することが容
易でないこともある。それに対して本は何度でも読み直
すことがいつでもできるし、電車やバスなどの車内でも読
むことができる。アナログ人間のせめてもの抵抗かもし
れないが、本学の図書館も幅広い分野の書籍が多く所
蔵されているので、レポート作成のための文献探しや試
験勉強、専門書を借りるだけの利用だけではなく、気
分転換にでも小説を読んで日本語力を身につけないと、
と自分にも言い聞かせている。

新しい言葉との出会いがありました。「一日に一度は体を
整えましょう。一日に一度は心を整えましょう。一日一度は
呼吸を整えましょう。」これは創立者福田昌子先生が純真
高等学校の卒業アルバムに書いてあったものです。この言
葉は高等学校を卒業する若者へ発せられた言葉ではありま
すが、人の生活において、生涯大切にされるべきものであ
り、「人間らしく」に警鐘が鳴らされるこの時代に、人間
の回復のための方法として提唱された言葉だと思われます。
私が所属するこども学科では、ほとんどの学生が保育

者となって巣立っていきます。子どもとかかわり、園の業
務を行う中で、腰痛や肩こり、肘の炎症、神経性の胃腸
炎など様 な々病気と対峙しなければなりません。これらを
乗り越えていかなければならない学生の将来を考えると
き、「一日に一度は体を整えましょう。一日に一度は心を整
えましょう。一日一度は呼吸を整えましょう。」を実践する
意志や技術や習慣を育てることが、保育者を養成する者
の責務であると思われます。
特に心で起こる体の病のことを考えるならば、保育者に

は個々の子どもに寄り添い、保護者への対応や同僚保育
者との人間関係などにおいて、多大なストレスが生まれる
ことが予想されます。浅い呼吸はストレスが解消されずに、
血液・リンパ液の流れや幸せホルモン（セロトニン・オキ
シトシン）の分泌を悪くし、本来持っている体の機能を歪
めてしまうことになるといわれています。そういう意味では、
この体と心と呼吸を整えることとはバラバラに存在するも
のではなく、一体的に考えていかなければならないことの
ように思われます。一人の人間が、もともと1個の細胞から
始まったことを考えるならば、当然のことかもしれません。
心身ともに健康な保育者の温かさや明るさは、子どもの

世界の太陽になってくれるはずです。そのためにも、体と
心と呼吸を整える具体的な方法を身に着けてほしいと願っ
ています。

読書離れ

純真学園大学　保健医療学部　検査科学科
天川　雅夫

創立者のことばから
　「体と心と呼吸を整える」

純真短期大学　こども学科
徳安　敦

純真学園図書館  利用案内 場所：純真学園本館 地下 1F

月－金　　09：00 ～ 21：00
土　　　　09：00 ～ 17：00

日曜日、国民の祝日
月末の最終平日（月末整理日）
館長が必要と定めた日

借りたい本と図書館カードをカウンター
職員にお渡し下さい。

図書館内の本・雑誌のみコピー可能です
（白黒1枚10円）。

純真学園大学HP
　http://www.junshin-u.ac.jp/
→左下バナー「図書館」
→検索場所を選択

学内PC接続

→検索画面に移動します

★開館日時

★休 館 日

貸出

入館ゲートに図書館カードの磁気部分を
左側下にして挿しこみ、
手前に引いて下さい。

入館方法

一度だけ貸出期間の延長ができます
（予約が入っている場合を除く）。

貸出期間の延長

貸出中の本について、次の貸出予約ができ
ます。

貸出予約

図書館が持っていない本について、購入希
望とその本の貸出予約ができます。

購入希望（リクエスト）

雑誌記事のコピーなどを他大学から取り
寄せできます（実費）。

取り寄せ

退館ゲートのバーを押して出て下さい。
退館方法

コピー機

★本・雑誌を探す（OPAC）
お ぱ っ く

【アクセス方法】

学内PC以外
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原本の翻訳本の例として卑近なものは、村岡花子が「赤毛のアン」として ルーシー・モード・モンゴメリ（Lucy Maud 
Montgomery:1874-1942, 享年67歳）原作の「Anne of Green Gables」が世界中で有名になっていたものを、日本語に
翻訳したものであった。モンゴメリの世界での大成功はそのまま日本語版でもベストセラーになる程によく読まれた。こ
れは英語版が日本語版に翻訳された小説の例である。原作者と翻訳者との間に親交があったわけではない。
逆に日本語から英語に翻訳された卑近なものはエッセイ童話集である。東田直樹原作の「自閉症の僕が跳びはねる
理由」が、スコットランドのデーヴィッド・ミッチェル（David Mitchell）に依って翻訳された「The Reason I Jump」がある。
自閉症の本人が自閉症のことをエッセイ風に質問に答える形式で説明する部分と短編小説である。この原本は出版後５
年間はあまり売れなかった。それが英語版になると世界中でベストセラーとなった。その勢いはノーベル文学賞にある
いはノミネートか、と騒がれて、程なく日本でも遅蒔きにベストセラーになる。同じ自閉症児を持つ親である翻訳者のデー
ヴィッド・ミッチェルは自分の子どもの言動の理解に手を焼いていた、というよりほとほと困り果てて居た。そのときにこ
の原作に出会った。ミッチェル氏は日本文科省のネイティヴ英語教師としてスコットランドから日本の中学校に赴任してい
て、日本語の読み書きができた。それで原作に出会い自閉症である自分の息子を濃やかに愛情豊かに理解する大きな手
助けとなった。その感動から翻訳を思い立ったのであった。
これらの例では、当の作品以上に作家、と翻訳者がそれぞれ作品を生むに至る、あるいは原作に出会って翻訳に至
る方がむしろ興味があるように思われる。赤毛のアンの翻訳者の場合は、柳原白蓮という歌人と無二の親友であったこ
と、山梨県のまずしい農家の出身で、母親の娘を女学校に遣りたい一心が原点であったことが、孫達が原作したテレビ
ドラマで周く知られることになった。
またミッチェル氏は自分の息子の自閉症に深い理解と愛情を持つことができた原作者の東田直樹君にその後邂逅する
ことになる。これもドキュメントとしテレビ放映された。息子が自分の作家としての仕事場に来て、プロット集ノートであ
ろうか、それに落書きをすることを最初は邪魔しているとしか見えなかったが、原作に出会って、それがこの子の父親
に対する、自分も父親の仕事を手伝うという愛情表現であることを理解するに至るくだりがある。見る者に涙を誘う場
面であった。
これらは２つは小説、エッセイ、童話の原作とその翻訳版の例だからこそ、作家、翻訳作家の周辺に起こったことも
物語性や感動性が豊かなのであろうか。
もう一つここに紹介する医療技術に関するハンドブックも負けず劣らず物語性が豊かなものとして紹介できる。それは
原作「STERILIZATION of Medical Supplies by Steam」：著者 Jan Huijs と翻訳版「医療現場の清浄と滅菌」：監
修 高階雅紀、翻訳 鴻巣浩司、山根貫志である（中山書店刊）（図１）。２冊とも本学の図書館に要望していたので、 
載架されているものと思われる。尚翻訳の特に工学系分野を平易な日本語にしたと大屋直樹氏、と中村浩氏が原作者に
よって謝辞を送られている。
私が原著に出会ったのは、1996年11月１日、著者の自宅、オランダの田舎ドイツとの国境に近いところで、近所のライ
ン川を見下ろす高台には今でも風車で粉挽きをする小屋に客が絶えないところも残る村であった。著者は日本人の奥さん
と、娘二人との４人家族で、奥さんの名前は綿貫葉子、娘さんはそれぞれ、Mariko, Junkoである。当時小学生と幼
稚園生であった。訳本が出版された2012年には二人とも成人である。
原本は著者から直接購入した。その次第は、生まれて初めてのヨーロッパ旅行がオランダのアムステルダムの学会発
表だったので、既に日本で知り合っていたJan Huijs 氏に現地の案内を請い、開催期間中お宅に泊まることになって、
片田舎の Ede-Wageningen 駅に降り、奥さんの運転する車で迎えに来て頂いてお宅に伺ったのが、始まりである。

本書に出会ったのは２回目か、３回目のお宅訪問の時だったと思う。内容を見てその場で購入を決めた。オランダ語
でなく平易な英語でhand book風に書かれた内容、とほほえましい挿絵や、洒落たFigureに惹き付けられたのである。
挿絵は誰が？との問に妻葉子さんが描いたものも有るということで、なお親密に感じて買い求めた。挿絵出典一覧は巻
末に見える。
原作者と妻の出会いを物語ると：夫は西アフリカのガーナに情報通信技術者として病院の管理サービス立ち上げにカ

トリック教会から派遣されていた。片や青年海外協力隊で看護婦として日本から赴任していて知り合った、という関係で
ある。奥さんの郷里はこれも片田舎、大分県豊後大野市、旧三重町である。結婚当初からお宅は乗馬クラブの持ち主
の家の半分を借家にしてもらって、子どもが成人する今日まで、すっとここで暮らしている。ご主人は自分の会社、
Heart Consultancyへは毎日自転車で1時間かけて通勤している。質素な生活を続けて、その中でこのハンドブックを著
した。
日本語版監修者の高階氏は、序文の中でJan Huijs（Huy）氏のことを心ある人、善良の人と讃えている。高階氏ご自
身もカバーの紹介の中で、日本の医療のIT化への取り組みと、滅菌技術管理にかんする第一人者として、関西訛りの軟
らかい弁舌が、多くのフアンを得ている。氏自身がこの本が日本にも是非とも必要だと思われたと、序文に記されている。
図１には原書、翻訳版の表紙を示した。

訳本は原著の内容、項目をほぼ全て網羅し、割愛したところがない上、1996年以降に新た生じた狂牛病についての
記述を書き加えている。原著のモノクロのFigure . Photoは全て、カラーにしてある。挿絵もほとんどカラーで表現され
ている。図２にはその様子を示した。

翻訳版は、原本の図を取り入れているが、かなり理解を助けるように考慮してあることが分かる。
同じように、原本で不鮮明だったものを入れ替えて居る場合もある。それを図３の例に見ることができる。

純真学園大学　保健医療学部　医療工学科
山本　耕之

特集　「原本と訳本」

図１　原著と日本語翻訳版

図2 　ウイルス病原体とポリオ罹患例、左：原著、右：翻訳版
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図３からは、監修者、翻訳者及び編集者が詳細に原作者と連絡取りながら、日本での翻訳出版を準備したことが覗
える。翻訳本の顕微鏡観察モデルは原著者の妻、綿貫葉子さんである。

図４には原本の図も説明も忠実に沿い、さらにカラーにしてあって非常に分かりやすくなっている。　
原本の基本的な姿勢である理科が不得意な読者にも徹底して分かってもらおうとする思いが翻訳版でも十分に発揮さ
れた所だろうと思われる。このことはさらに基礎編では随所に見られる。図５はその例である。回虫からカビに至る説
明の所であるが、この部分は図鑑の体裁を採って分かり易さに徹している。

図６は図７に比べて訳本がさらに徹底して居ることが分かる。写真を加え、管腔内の滅菌の様子の図を近接して配置
している。原本では（a）の掲載ページに（b）はなく次頁に離れて配置されている。

図３　細菌顕微鏡観察の様子　：左、原本　：右、翻訳本

図４　基礎編での微生物の寸法比較の説明図　左：原本、右：翻訳本

図５　基礎編における回虫とカビ、原生動物の図鑑部分、左：原本、右：訳本

図６　空気だまりのある医療サプライの蒸気滅菌例の訳本における写真の挿入と配置の近接
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さらに、しばしば、図８左のように機械や配管要素の詳細図は寸法正しい製図にて原本は示している。これは飽くま
でも正確さを狙ったHuijs氏の思いの表現であるが、同図右の翻訳版ではさらに、輪を掛けて３次元の図にし、写真ま
で挿入して徹底を図っている。

図９（a）は、原本で手洗いのイラストあるが、石けんを泡立てるところまで示している。これが（b）の訳本だとイラ
ストをなくして、２枚の鮮明写真で説明を徹底している。
原著は理解を助けるための正確な製図の図とイラストが多用されている。そのイラストの中には随分ほほえましいのも

が数 あ々る。図10に示したいくつかは原著者妻のイラストである。このイラストは勿論訳本でもカラーで生かされ、この
イラストがあるために学びの中に、温かさを感じる。これは絵本のような部分である。図10の図中のイラストや図11の狩
猟のごちそうを喜ぶ、地球へ飛ぶ、ペットボトルを口で吸うイラストはほほえましい。

図８　原本の配管要素蒸気トラップの2次元図：左、訳本のパース図、写真付き：右

図７　原本の滅菌要点の説明：（a）と（b）は離れて掲載

（b）

（a）

（b）

（a）

図９　原本はイラスト：（a）、訳本は写真：（b）
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図10　電話して自分を見ない担当者をオートクレーブが横目でにらむ（上）、月から地球へ引力で飛ぶ（下） 図11　妻葉子さんのイラストの例（ルーフ滅菌の図、器具の図は除く）
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３番目に紹介した原著と翻訳本の例には、指導書としての正確さと、丁寧さと徹底した説明主義、及びユーモアと温
かさ、を双方とも追求している。そこには Jan Huijs 氏の思いがにじみ出ている。
昔、浪速に緒方洪庵の開いた蘭医学の適塾があった。いまその流れを汲む阪大の高階先生が編纂を決めたことは一
つの縁を感じる。今、オランダと日本が再び1つとなって丁寧で温かい日本語版を作り上げた物語を見ると、この滅菌消
毒ハンドブックは原著の第2版であると感ぜざるを得ない。
多くの学生諸君が日本語版を読まれることを期待したい。学びの中の温かさを味わって欲しい。

上：原著者Jan Huijs （ヤン＝ハユス）氏翻訳版基礎編最後　　下：その家族、成人した2人娘（翻訳版カバー裏）

私
の
す
す
め
る
一
冊

この本は、東日本大震災で被災
したマンガ家の井上きみどりさん
が、自身も被災者となった経験か
ら書かれたマンガです。当時現地
ではどのようなことが起こってい
たか、本当はどんなボランティア
が必要だったかが描かれていま
す。マンガなので読みやすく書か
れています。
福岡県内でも西方沖地震や中

国・九州北部豪雨など、また九州
内では雲仙普賢岳の噴火災害など
さまざまな災害が起こっていま
す。皆さんにも身近なこととして、
関心を持ってほしいと願います。
授業の中で小児に関することは

紹介していますが、それ以外の
方々にも読んでもらいたいと思い
ます。ボランティアに興味のある
人もそうでない人も、一度手に取
り読んでみてください。

純真学園大学　保健医療学部
看護学科　中西　順子

フランスの小説家アントワー
ヌ・ド・サン・テグジュペリの代
表作で、きっと誰もが一度は読ん
だことのある『星の王子さま』。“大
切なことは目にはみえない”“他
人を裁判することより自分自身を
裁判することは難しい”などなど
小学生のころに読んだ時には、た
だの物語だと思っていた言葉の
数々は、年を重ねて今読むと深い
意味を持つ言葉だということがわ
かります。
生命とは愛とはといった人生の

重要な問題に答える指針として広
く知られているこの小説。児童文
学ですので、気軽に読むことがで
きます。
ぜひもう一度読んでください。

純真学園大学　保健医療学部
看護学科　光本　いづみ

サンテグジュペリ　著
   池澤　夏樹　訳

集英社

わたしたちの震災物語
ハート再生ワーカーズ

星の王子さま
（集英社文庫）

井上きみどり　著
集英社
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書名の「シロクマのことだけは
考えるな！～人生が急にオモシロ
くなる心理術～」 にひかれ本書を
手にとった。
心理学者であり臨床心理士の著

者は、本物の心理学をエッセイと
してまとめた書籍を作りたいとい
う思いで本書を執筆。著者自身の
過去の経験や身近な事象にフォー
カスを当て最新の心理学（認知心
理学と記憶心理学）データからの
知見を引用し具体的な処方箋や対
応策について解説している。
私たちは、自分の心の取り扱い

方をはじめ他者の心の扱い方につ
いてわからないことが多い。また、
楽しくうれしいことよりも辛く苦
しいことのほうが多い現代社会。
本書を通して認知心理学と記憶心
理学のエッセンスを知ることで心
身ともに元気になる対処法を身に
つけることができるかも・・・。
これからの人生、明るく笑顔でオ
モシロく過ごしたい人に必読の一
冊。

純真短期大学
食物栄養学科　宅間　真佐代

昼飯代を文庫に回し、ひたすら
読書に耽っていた頃のお話である。
なぜ、文章とはこれほどおもしろ

いものなのかという疑問に取り憑か
れ、その理由を探りたくなった。当
時丸山圭三郎の言語学を受講して
おり、当然ながらソシュールを知る。
文学を理解するには言語を知ること
が必須だと思い込み、手がかりを
求め紐解いたのが『一般言語学講
義』。巷では、サルトルの実存主義
から構造主義へと思想の流行は移
りつつあり、ソシュールの一般言語
学は構造主義の源流の一つだとみ
なされていたように思う。複雑な事
情から、これがソシュールオリジナ
ルの作品とは言えないのだが、言
語学の世界を画する記念碑的な著
作であることは間違いない。共時
―通時、ラング―パロール、統合
―連合、恣意性、価値などの概念は、
いまだに思考の道具として重宝して
いる。なお、丸山の著作と併読す
ることが理解を速め、深めることに
なる。

純真高等学校　境　隆三

フェルディナン・ド・ソシュール　著
中野　好夫　訳

岩波書店

シロクマのことだけは考えるな！
～人生が急にオモシロくなる
心理術～（新潮文庫）

一般言語学講義　改版

植木　理恵　著
新潮社

帝塚山大学で開催された初年次
教育学会の記念講演で、プレゼン
テーションの実施及び指導におけ
る世界的な第一人者であるガー・
レイノルズ氏（関西外語大学教授）
による「シンプルプレゼンのすす
め」を拝聴しましたが、とても魅
力ある、人を引きつけるみごとな
プレゼンテーションで、あっとい
う間の90分でした。本書は、パー
ト１からパート５でそれぞれ、導
入、準備、ビジュアル、話し方、
質疑応答で構成されています（Ｄ
ＶＤ付き）。パワーポイントを作
成する際のコツがわかり、記憶に
残るメッセージの６要素では、①
シンプル、②意外性、③具体性、④
信頼性、⑤感情、⑥ストリーを挙げ
て詳しく解説しています。皆さん
がこの本を手にした時、プレゼン
テーションの基本と具体的な方法
について多くのことを学ぶことが
できるバイブル的な一冊となるで
しょう。

純真学園大学　保健医療学部
放射線技術科学科　佐藤　幸光

この本はオムニバス形式になって
いて短編小説が病院の診療科ごと
に分かれています。その内容の一
部を紹介していきます。

（外科）霧の夜の忘れ物：霧深い夜に腹を裂
かれた女と通り魔の正体

（精神科）殺人狂団地：希望溢れるはずの新
しい団地で、入居日を過ぎても姿が見えない
若夫婦の行方

（産婦人科）見知らぬ我が子：人気作家の元
に現れた身に覚えのない「我が子」とその母

（放射線科）残された日々：余命三ヶ月と診
断されて家を飛び出した少女と強盗犯の奇
妙な絆

（法医学教室）明日殺された男：法医学者の
もとを訪れる、「今日殺された」と主張する謎
の客

など、バリエーションに富んだ切
り口とテーマでまとめられた本作
は、まさに赤川流ユーモアサスペン
スの真骨頂だと思います。僕も読み
始めたらあっという間に読んでしま
いました。勉強ばかりで固くなった
頭を柔らかくするにはお勧めの一冊
です。

純真学園大学　保健医療学部
検査科学科　一原　直人

赤川　次郎　著
実業之日本社

シンプルプレゼン 死者におくる入院案内
 ( 実業之日本社文庫 )

ガー・レイノルズ　著  
日経ビジネスアソシエ

図書館活動報告
2014年度

【学外者対象】

期間：2014年８月19日
　　　　　～９月５日
　　　　　※休館日を除く
対象：中学３年生、高校生

★夏の図書館開放

2015年4－５月特集展示

　「新入生にすすめる本」

【学内者対象】

期間：2014年10月20日
　　　　　～11月16日
※九州地区大学図書館協議会事業

★Library Lovers 2014参加

期間：毎月１日～30日
　　　　　　　　※休館日を除く

★特集展示

開催日：2014年10月30日、
　　　　11月27日、12月11日
講　師：平嶋 一臣
　　　（短大こども学科特任教授）
　第１回：手紙を書こう
　第２回：お礼状を書こう
　第３回：絵手紙を書こう

★講座
　「若者よ、手紙を書こう！」

　大学・短大の先生からの指
定推薦図書を１冊読むごとに
図書館カウンターでスタンプ
を１つ押します。スタンプ５
個ごとに粗品をプレゼント。
※背表紙に「推薦」マークが付いて
いる本が対象です。

図書貸出BEST3
2014年度

【純真学園大学】

1.「看護技術プラクティス」
　（竹尾恵子監修/学研メディカル秀潤社）

2.「高齢者と成人の周手術期
　看護 2―講義から実習へ 
　術中/術後の生体反応と
　急性期看護」
　（竹内 登美子編纂/医歯薬出版）

3.「病気がみえる〈vol.7〉
　脳・神経」
　（医療情報科学研究所編/
　　メディックメディア）

1.「食品学2（Nブックス）」
　（菅原龍幸編著/建帛社）

3.「くれよんのくろくん
　（絵本・こどもの広場）」
（なかやみわさく・え/童心社）

 「福岡県・福岡市・北九州市
　の教職・一般教養過去問
　2015年版」
 （協同教育研究会編/協同出版）

2.「たよりになるね!食育ブック」
　１ : 食と健康編
　３ : 子どもが身につけたい食育編
　（小川万紀子監修/少年写真新聞社）

休館日連絡について

【純真短期大学】

　図書館では、月１回学生
連絡システム「呼び出し
君」を用いて休館日情報を
メール配信しています。モ
バイル機器の設定を必ず
「呼び出し君」を受信する
設定にして下さい。
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純真学園図書館報 平成27年４月（16）第　25　号

　本の返却が遅れるごとに、遅れた日数分のペナル
ティ（貸出停止期間）を科しています。
　「大事な実習時期に借りられない !」という事が無
いように注意して下さい。

 

図書館内では
お静かに

携帯電話は
マナーモードに

飲食は館外で
携帯電話などの
充電はしないで

借りた本は返却日
までに返して

大事な物は
必ず持ち歩いて

★図書館へのご意見・ご要望は★メールまたは、図書館スタッフまで★

純真学園図書館　e-mail： library@junshin-u.ac.jp

平成26年度図書館
　上松　弘明（学園大医療工学科）

平成26年度図書館スタッフ
　末益清美　中村綾　石川節夫　吉田忠幸　野口啓世

純真学園図書館　図書館報　第25号 平成27年４月１日発行
発行所　〒815‒8510　福岡市南区筑紫丘1‒1‒1 図書館運営委員会
印刷所　〒810‒0012　福岡市中央区白金2‒9‒6 城島印刷株式会社

平成26年度図書館運営委員
　大園孝子（学園大看護学科）、五反田龍宏（学園大放射線技術科学科）、日下雅友（学園大検査科学科）、
　山本耕之（学園大医療工学科）
　松藤泰代（短大食物栄養学科）、谷川裕子（短大こども学科）、斎藤貴子（純真高校）

図 書 館 だ よ り

《図書館からのメッセージ》

図書館からのお願い

■学生のみなさんへ
人に聞く、ネットで調べるなどいろいろなやり方がありますが、そのような時、大いに図書館を利用
して下さい。
本を読むことを通して、新しいことを知る楽しさを体験し、新たな自分の発見に役立てて下さい。
図書館では、学生のみなさんのリクエストに応じた本の購入も行っています。
図書館への意見なども歓迎します。
それが、より利用しやすく役立つ図書館改革の一歩となります。

※返却遅れのペナルティについて※


