イベント報告

呉分館の耐震補強改修工事のお知らせ

2014年度9月までに、図書館で開催された各イベントについて報告します。

ブックカフェ

2014年5月より、呉分館のある呉キャンパス5号館の耐震補強
改修工事が始まりました。どのような工事が行われたのか、

第１回 ブックカフェを開催しました。

営繕課の柳井さんにお話しを伺いました。

広島国際大学図書館では初めてのイベントとなるブックカフェ
を、東広島キャンパスと呉キャンパスでは6月19日、広島キャ

Q：耐震補強改修工事が決定された経緯を教えてください。

ンパスでは6月25日に開催しました！

A：図書館や教室を有する5号館は耐震診断の結果、耐震基準

お気に入りの本を持ち寄り、紹介や感想を話したり、ディスカッ

を満たしていなかったため、工事を行う必要がありました。

ションしたりと、とても熱のこもったイベントになりました。

また、今後発生が予測される巨大地震への対応を図るため、

イベント中は飲み物も口にでき、退席も自由にできるため、気

ひとまず5号館の耐震補強改修工事を実施し、地震に対する

軽に参加できるようになっています。「私のおススメ本をみん

安全性を確保するとともに地震発生時の被害を最小限に留め

なに語りたい」という読書家さんや「どんな本を読めばいいの

たいと考えました。

かわかならい」という読書初心者さんにも楽しめるイベントな
ので、今回のイベントを逃してしまったあなた、

Q：工事までの準備過程でどのような調査を行いましたか。

ぜひ第２回ブックカフェに参加してみてください！！

A：建築物耐震診断です。
Q：具体的にどの部分をどのように工事をされましたか。
A：構造体（壁・柱）の補強です。
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広島国際大学図書館には、4館で約20万冊の図書があり、

書

毎日多くの皆さんにご利用いただいています。
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蔵書点検は、大学の貴重な財産である図書が紛失して
いないかを確認する作業です。今回は、蔵書点検について、ご紹介します。
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《作業の流れ》
書架の整理

バーコードの

データ照合
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• 書棚の奥に図書が入り

第２回 読書マラソン

こども図書館

オープンキャンパス

込んでしまっているこ
ともあるので、蔵書点

• 所蔵データと読み

• ハンディターミナルで、
読み忘れのないように、
図書を１冊ずつ丁寧に

行方不明
図書の捜索
• 行方不明図書を捜索

取ったデータとの照

します。何日もかけ

合を行い、行方不明

て捜索しますが、見

図書の有無を確認し

つからない場合もあ

ます。

ります。

2014年6月23日(月)～8月30日(土)に各キャンパ

2012年度より開催しておりますこども図書館を

6月・7月・8月・9月とオープンキャンパスが行

検前には特に念入りに

スで開催しました！読書マラソンは、図書館の

今年度も開催しました。

われました。 図書館では来場された皆さんに楽

行います。

本を読んで、感想カード（POP）を書くとポイ

2014年8月19日(火)～8月29日(金)【土日除く】

しんでいただけるよう様々な工夫をしました。

ントをゲットでき、ポイント数に応じてプレゼ

に近隣のこどもたちを対象とした図書館スペー

その中でも好評をいただけたのが、図書館オリ

皆さんの学修のためにせっかく購入した図書が行方不明になってしまうことは、皆さんや大学、図書館員にとっ

ントと交換できるイベントです。前回開催時に

スを準備。今年度は、東広島キャンパスが初開

ジナルキャラクターを使った手作りのグッズで

ても、悲しい出来事です。1冊でも行方不明にならないよう日頃から心掛けたいと思いますので、皆さんもご協力

催、呉キャンパスと広島キャンパスでも引き続

す。一からデザインを考え、ブックカバー、し

お願いいたします。

き開催しました。こども図書館スペースには、

おり、うちわを作りました。

絵本や児童書がいっぱい！たくさんのこどもた

オープンキャンパス以外でも、図書館のイベン

ちにボランティアで参加してくれた学生さんた

ト等でオリジナルグッズの展開を今後行ってい

ちが絵本の読み聞かせをしてくれました。この

く予定です。ぜひ、楽しみにしていてください！

とても好評だったので、第2回を開催しました。

第３回 選書フェア
2014年5月26日(月)～30日(金)に各キャンパスで
開催しました！
書店さんおススメの新刊図書の中から、学生の
皆さんや教職員の方々に、図書館に置いてほし

読み取っていきます。

他にも、夏祭りやイングリッシュクラブの催し、
折り紙教室などを開きました。

い図書を選んでもらいました。皆さんに選書し
ていただいた図書は、各図書館に排架しました。

広島国際大学図書館 2014年度蔵書点検

‐

2

‐

各キャンパス8月某日実施

‐

3

‐

お知らせ
■ 特別貸出について
特別貸出は、夏と冬の年2回、長期の休みに合わせて行われています。
次回の特別貸出は、2015年1月を予定しています。

本学学生・教職員であれば、図書の貸出期間が通常より長くなり、

詳しい日程については、図書館ＨＰ内お知らせや、

貸出冊数も10冊まで借りることができるようになります。

掲示物にてご案内します。 長い休みを利用し、気

この夏の特別貸出期間中に貸出をされた図書の返却期限日は、10月11日(土)です。

になる本との時間をゆっくり作ってみてください。

返却忘れのないようお気をつけください。

■ 結図祭(むすびさい) ～ きてみて図書館 ～

・これからのイベント案内

開館時間は、土曜日と日曜日で異なるため、お間違いのないようご利用ください。
大学祭日程
10月18日(土) ・ 19日(日)

呉

館

10月25日(土) ・ 26日(日)

館

11月1日(土)

広

分
島

分

・イベント報告

開館時間

本 館 (1・3号館)

２０１４.１０

目次

昨年度までは、大学祭を休館としていましたが、今年度は結図祭(むすびさい)の名称で開館します。

対象館

Ｎｏ．2

・呉分館の耐震補強改修工事終了のお知らせ

土曜日 9：00 ～ 16：30
日曜日 9：00 ～ 17：00

・蔵書点検のご紹介
・お知らせ

イベントも同時開催！！
大学祭と同時に図書館でもイベントを行います。
≪イベント≫

・本のリサイクル市

・プレイバックベストセラーの展示

・各キャンパス限定イベント

■ 希望図書申込書の受付期限について
希望図書の申込期限は下記のとおりです。希望図書申込書を各館カウンターまでご提出ください。
洋書申込期限

2 0 1 5 年 1 月 1 0 日 (土)

和書申込期限

2 0 1 5 年 1 月 3 1 日 (土)

■ 相互貸借・文献複写依頼書受付期限について
教員と学生は期限日が異なりますので、ご注意ください。図書館ＨＰ・掲示板でもご案内いたします。

文献複写

教員

2014年11月14日(金)

学生

2015年 2月27日(金)

相互貸借

※ キャンパス間・大阪工業大学・摂南大学への受付期限はありません。

教員

2014年11月14日(金)

学生

2015年 1月30日(金)

※ キャンパス間・大阪工業大学・摂南大学への受付期限はありません。

第３回 読書マラソン

図書館スタッフのご紹介！！

2014年11月4日(火)

～東広島キャンパス・呉キャンパス ～
図書担当

～ これからのイベント案内 ～
～ 2015年1月31日(土)

第４回 選書フェア

図書の選定・購入・受入が主なお仕事です。その他にも

2014年11月17日(月)

企画展示を考えたりしています。本のリクエストがあっ
たら、気軽に声をかけてください！

～ 2014年11月21日(金)

2014

スで

本を

ント

ント

とて

第２回 ブックカフェ
11月開催！！
詳しい日時・詳細については、掲示物・ＨＰにて

■ お問い合わせ

お知らせします。
広島国際大学 図書館
東広島キャンパス 〒739-2695

むすびさい

広島県東広島市黒瀬学園台555-36

(１号館) TEL : 0823-70-4504
広島キャンパス

〒730-0016

呉キャンパス

(３号館) TEL : 0823-70-4906

広島県広島市中区幟町1-5

TEL : 082-554-2050

‐

4

‐

〒737-0112

広島県呉市広古新開5-1-1

TEL : 0823-73-8329

結図祭 ～ きてみて図書館 ～
大学祭開催日(各キャンパスごと)
詳しくは4Ｐをご覧ください。
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書店

皆さ

い図

てい

