
 

拝啓 

照りつける日差しに、夏の訪れを感じる季節となりました。 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。もうすぐやってくる夏休みに、 

胸を躍らせている方も多いかと思います。長い休暇だからこそ、 

新しいことにチャレンジして、生活を充実させてみませんか？ 

そのキッカケを求めている方はぜひ、図書館にお立ち寄りください！ 

本があなたの新たな挑戦を応援してくれますよ♪      かしこ 

 ほん       

＊＊＊今月号の Line up!＊＊＊ 

１．図書館カレンダー 8月～9月 

２．LiLian Special Info. レファレンス特集 

３．今月のおすすめ本『ひんやりと、甘味』 

４．LiLian Interview 
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8月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

休館

6 7 8 9 10 11 12

休館 休館 休館 休館
職員研修 オープンキャンパス

13 14 15 16 17 18 19

休館 休館 休館 休館

20 21 22 23 24 25 26

休館 休館

27 28 29 30 31

休館

9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2

休館

3 4 5 6 7 8 9

休館 休館

10 11 12 13 14 15 16

休館 休館

17 18 19 20 21 22 23

休館 休館
敬老の日

24 25 26 27 28 29 30

休館

2017年8月～9月 カレンダー　　

８：３０～２０：００ ９：００～１６：３０

最新情報はＨＰを見てくださいね☆   金城学院大学図書館



LiLian Special Info.  
レファレンス特集 

 

  レファレンスは、職員と学生が一緒にレポートに必要な情報を探す所です。 

   １Ｆ奥のカウンターにありますので何か困ったことがありましたら、 

ぜひご利用ください。 

今回はレファレンスを担当している職員にインタビューしてみました。 
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西尾さん 
１．好きなこと 

手仕事♪ 手芸や保存食作りなど 

もくもくと何かを作ることが気分転換 

になります。 
   

2.オススメの本 

瀧羽麻子さんの小説 
 

3.本のオススメポイント 

高校生が主人公のデビュー作から、 

女性のライフステージに寄り添う 

ように作品の主人公が成長して 

いきます。どのお話も人物が多面的に 

描かれ、何より人に対する眼差しが 

暖かい。まずは大学生活＆恋愛テーマの

京都シリーズからどうぞ。 

個人的には『ぱりぱり』が好きです。 

今井さん 
1.好きなこと 

アロマテラピー♪ 寝る前に香りを焚くと

一日の疲れが取れます！特にユーカリや

グレープフルーツの香りが好きです。 
 

2.オススメの本 

『Frog and toad are friends』 

Arnold Lobel/著 
多読コーナー  428/L775/2a 

 

3.本のオススメポイント 

かえるくんとがまくんのユーモラスな 

友情物語です。小さな頃、絵本を 

読んだ方もいらっしゃるかもしれません

が、大人になっても味わい深く、やさしい

英語で楽しめます。心の奥にそっと、 

大切にしまっておきたいようお話です。 

≪レファレンス受付時間≫ 
 

平日         9:00-17:30 
土曜・通常授業期間外 9:00-16:15 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

        

＊＊＊今月のおすすめ本＊＊＊ 

『ひんやりと、甘味』 

阿部佐和子 ほか /著（請求記号：914.6/A19/6） 

冷たいものが美味しいと感じる時期になってきましたね。 

私は夏になると、自分で好きな味のアイスクリームを作って、 

冷凍庫に作り置きするのが楽しみになっています。この本には、 

色々な作家さんイチオシのひんやりスイーツが、食べ方のこだわりや 

思い出と共に書き綴られています。読むと思わず食べたくなっちゃう、 

「美味しい」エピソード集です！               （T・Y） 

              

田中さん 
1.好きなこと 

登山♪ 自然に囲まれリフレッシュ 

できますし、達成感も得られます。 
 

2.オススメの本 

『心を整える。：勝利をたぐり寄せるため

の 56 の習慣』 長谷部 誠/著 
閲覧室 2F  783/H35  

 

3.本のオススメポイント 

サッカー日本代表のキャプテンを務めた 

長谷部誠選手のエッセーです。 

この本を読むと、真面目に生きること

に自信を持てるようになります。 

また、読書の価値を気づかせて 

くれる文章もあり、大学生の皆さんに

オススメです。 

 

 

石田さん 
1.好きなこと 

旅行♪ 家族で夏は沖縄、冬は 

飛騨高山で温泉に行っています。 
 

2.オススメの本 

『図書館のプロが教える〈調べる 

コツ〉』 浅野 高史 ほか/著 
書庫 2F  015/A87/ア 

 

3.本のオススメポイント 

レファレンスに寄せられてくる謎に個

性豊かな図書館員たちが立ち向か

っていく物語です。また、物語ですが、

実際に図書館にある資料を使って 

いるので、勉強にもなります。 

ミステリーを紐解くように自分で考え

ながら読むのも楽しいですよ！ 



LiLian Interview    
文学部＊ 藥師院 はるみ先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上方落語とピアノです。 

落語は、若いときは好きではありませんでしたが、落語家と夫との対談をきっかけに、

好きになりました。毎年、彦八まつりに行っています。 

落語には、悪人が登場せず、人を馬鹿にしない世界があります。 

「落語の笑い」は、上から目線で人を馬鹿にする笑いではありません。より自分が 

下手に出て、笑いを取るという「あったかい笑い」です。 

 

 

「やらないで後悔するより、やって砕け散る方がよい」 

  趣味のピアノは最近始めたばかりで、フランス語の勉強も４０歳から始めました。 

無理そうでも、様々なことに挑戦しましょう！！ 

1. 趣味（好きなこと）は何ですか？ 

 

 

2.座右の銘（心がけていること）は何ですか？

  

 

大すきな先生に 

インタビューに行こう 25 

☆ 落語が大好き！ 

☆ 笑顔がステキ☆ 

☆ 学生への丁寧な指導 
 



 

 

  学費を自分で賄う必要があったので、アルバイト（塾・家庭教師・うどん屋さんな

ど）を沢山しました。その中でも、うどん屋さんでのアルバイトが一番楽しかった

です。 

 

  

   きっかけは、京都大学東南アジア研究センターで、図書館員として働いたことです。 

  当初は、前職に戻ろうと思っていましたが、働くうちに図書館に関心を持つように

なりました。子育てをしながら大学院へ通い、研究を続けました。本当に子育ては

大変でしたが、研究が面白かったので、研究者を目指すことにしました。 

 

  

  金城学院大学図書館とスルス図書館（フランス）です。 

金城学院大学図書館は、職員さんがニコニコして対応しており、温かい雰囲気があ

ります。スルス図書館は、人口たった 6000人の自治体の図書館です。利用者目線の

細かな気配りがなされ、職員さんは、いつ声をかけても笑顔で対応してくれます。 

 

 

ひと言で言うと、「素晴らしい」です。このままの良い形で続いてほしいと思います。 

リリアンが存在していることにより、図書館を身近に感じることができます。 

また、図書館がより良いものになると思います。 

3. 学生時代の思い出は何ですか？ 

 

 4. 図書館情報学を研究するきっかけは何ですか？ 

 

5. 今までに行ったことがあるオススメの図書館は何ですか? 

 

6． リリアンのイメージ・活動について、どのようにお考えですか? 

 



 

 

金城生は、良い意味で恵まれていると思います。また、金城生であるということは、

すごく幸せなことだと思います。学生という今の時間を大切に、やってみたいと思

うことに、果敢に挑戦してほしいです。 

 

  

  『死刑執行人サンソン―国王ルイ十六世の首を刎ねた男』安達正勝/著 

  今まで、すごく沢山の本を読んできましたが、はまっているうちにお腹がいっぱい

になってしまうことを繰り返しています。その中で、もう一回読んでも良いかなと

思う本です。この作品は、難しいテーマを扱っていますが、安達先生の筆致で 

さらっと読めてしまいます。 

  中学・高校時代には、ヘルマン・ヘッセ、カフカなどの翻訳書を 

よく読んでいました。遠藤周作に、はまったこともあります。 

ライトノベルでは、有川浩、あさのあつこも読んだことがあります。 

 

≪インタビューを終えて≫  

藥師院先生、インタビューに応じてくださり、本当にありがとうございました。 

私は、今まで、先生の講義を多数履修してきましたが、先生のお話をしっかり伺う機

会は、中々ありませんでした。 先生の仰った「やらないで後悔するより、やって砕け散る

方がよい」という言葉を胸に、インターンシップ・就職活動を頑張りたいと思いました。              

（LiLian*彩音） 

7. 金城学院大学の学生に伝えたいことは何ですか？ 

 

8. 本気で好きな本は何ですか？ 
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