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■背 景 

 近年、学生の活字離れが進み、全国の大学図書館においても、図書館離れ、入館者の減少等の問題が

生じています。そのような中、九州地区の大学図書館では、図書館を活用することの魅力を学生に伝え、

図書館の利用促進・読書推進を図るべく、平成 22年度より毎年、合同で「Library Lovers’キャンペー

ン」を実施しており、今年度は、国立 11、公立 6、私立 18、合計 35 大学の図書館が参加しています。 

 九州大学では、図書館利用促進だけでなく、学部を越えた横のつながりを作り、異分野への興味関心

を広げることに特に重点をおいて、下記の各企画を実施します。 

 

■内 容 

【開催期間】平成 26年 10月 20日（月）～11月 16日（日）  

【場  所】九州大学 各キャンパスの図書館 

【九州地区合同企画】 ＊詳細は、別添チラシをご参照ください。 

◆「衝撃のワンフレーズ ―このひと言が、あなたを変える。」 

本の中で出会った衝撃の「ひと言」を学生・教職員から募集。投稿された「ひと言」を九州地区全

体で共有し、各図書館にて展示します。 

【九州大学オリジナル企画】 ＊詳細は、別添チラシをご参照ください。 

◆キャンペーン特製しおり 

◆Talking Night  

◆音楽の夕べ 

◆全国大学ビブリオバトル 2014京都決戦 九州大学予選会 

◆本のリユース ～わたしの本を、あなたの本へ～ 

【関連Webサイト】 

九州地区キャンペーンWebサイト＞ http://librarylovers.blog.jp/ 

Facebook＞ https://www.facebook.com/LibraryLoversKyushu 

twitter＞ https://twitter.com/library_lovers 

九州大学キャンペーンWebサイト＞ https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/events/librarylovers2014 

 

 
【お問い合わせ】 

九州大学 附属図書館 利用支援課 堀 

電話：０９２－６４２－２５３３ 

FAX：０９２－６４２－２２０５ 

Mail：touservice@jimu.kyushu-u.ac.jp 

九州地区の大学図書館が合同で 

「Library Lovers’キャンペーン 2014」を開催 

概 要 

 九州大学附属図書館では、秋の読書週間に合わせ、九州地区の国公私立大学図書館合同で「Library 

Lovers’キャンペーン 2014」を実施します。今年で 5 年目となる本キャンペーンでは、毎年、九州

地区の教職員・学生が参加する合同企画のほか、各大学が様々なオリジナル企画を実施し、大学図

書館の利用促進、読書推進を図っています。 

 今回、九州大学では、九州地区合同企画「衝撃のワンフレーズ」のほか、「音楽の夕べ」、「Talking 

Night」、「ビブリオバトル」など、本だけでなく、異分野への興味・関心を広げる様々な企画を各キ

ャンパスの図書館にて開催します。 

http://librarylovers.blog.jp/
https://www.facebook.com/LibraryLoversKyushu
https://twitter.com/library_lovers
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/events/librarylovers2014


2014

　大学図書館の魅力をもっと知ってほしい！という思いのもと、九州地区の大学図書館が一丸となっ
て開催する秋のキャンペーン。今年で5年目を迎え、地区合同の企画のほか、各大学で様々なイベント
が催されます。
　九大図書館でも、各館で楽しいイベントを開催します。図書館に足を運んだことのない人も、何か
気になるイベントがきっとあるはず。この機会にぜひ足をお運びください！

　あなたのデザインがキャンペーン特製しおりになって、
九大の各図書館で配られます！
　「LibraryLover」なものであればテーマは自由。
　キャンペーンを盛り上げる、楽しいデザインをお待ち
しています！

今年の企画は「衝撃の・・・」。
キャンペーン開始まで内緒です。
参加してくれた方には、特製グッズプレゼント。お楽しみに！

LibraryLovers'キャンペーンって？

Library
Lovers'
キャンペーン

衝
撃
の

九州地区合同企画

九大オリジナル企画

【実施館：中央】
　いろんな分野があって、いろんな先生がいる、それが
九大のおもしろさ。そんな中でもちょっと気になるあの先
生に、「今の道に進んだきっかけ」「自分を変えた◎※」
について語っていただきます。あなたの人生にきっと衝
撃を与えるハズ！
①10/23(木)　人間環境学研究院　飯嶋秀治 准教授
②10/29(水)　理学研究院　　　　矢原徹一 教授
③11/  6(木)　人文科学研究院　　柴田　篤 教授
④11/11(火)　総合研究博物館　　丸山宗利 助教

場所 ▶ [箱崎]中央図書館リフレッシュルーム
時間 ▶ 17：00～18：00

10.20（MON） 
  11.16（SUN）

2014

応募〆切 ▶ 平成26年10月13日(月)
応 募 先 ▶ LibLoveQ@jimu.kyushu-u.ac.jp
               （Library Lovers'キャンペーン学内ワーキンググループ）
詳細はこちら▶図書館ウェブサイト＞イベント
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/events/bookmark2014

http://librarylovers2014.blog.fc2.com/
https://www.facebook.com/LibraryLoversKyushu
https://twitter.com/library_lovers

キャンペーンブログ

▶

▶

▶

■あなたのデザイン、しおりにします！

■音楽の夕べ

■Talking Night

■全国大学ビブリオバトル2014京都決戦
　九州大学予選会

【実施館：中央/伊都/医学/芸工】
　蓄音機で聴くSPレコード鑑賞会。デジタルとはひと味
違う深い調べに耳を傾けながら、ゆったりとした週末の
時を過ごしませんか？

■本のリユース「わたしの本を、あなたの本へ」

【実施館：全館室】
　もう読まないけど、だれかに読んでほしい・後輩に譲り
たい・捨てるのはもったいない・・・そんな本たちの交換
場所を作ります。
　思わぬ掘り出し物に出会えるかも・・？

10/24(金)　[馬出] 医学図書館ブラウジングルーム
10/31(金)　[伊都] 伊都図書館ロビー
11/  7(金)　[大橋] 芸術工学図書館研究セミナー室
11/14(金)　[箱崎] 中央図書館リフレッシュルーム

時間 ▶ 17：30～18：00
共催 ▶ 総合研究博物館・大学文書館

　ビブリオバトルの学生日本一を決める決戦大会。その
九大代表を決める予選会を行います。
　予選会→北部九州地区決戦（11/29）→
京都決戦（12/14）→目指せ日本一！
（京都決戦は旅費支給あり）

10/20（月）　[箱崎] 中央図書館
　①15：00～16：00　②16：30～17：30
11/  4（火）　[伊都]嚶鳴天空広場（センター2号館4F）
　16：40～17：40
出場希望の方は、下記よりお申し込みください。

図書館ウェブサイト＞イベント
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/events/biblio2014

　「人を通して本を知る、本を通して人を知る」をコ
ンセプトとした本の紹介コミュニケーションゲーム。
　お気に入りの本を持ち寄って、5分間で紹介し、
「どの本を一番読みたくなったか」で参加者全員が
投票、得票数の一番多かった本が「チャンプ本」と
なります。

ビブリオバトルとは？

観戦もどうぞ！
申込不要

CHECK!

（申込不要）

（申込不要）

この秋、

library
テキストボックス
http://librarylovers.blog.jp



 

 

 

 

  

【募集期間】 平成 26年 9月 22日（月）～10月 13日（月） 

【応募資格】 九州大学在籍の学生・教職員 

【応募方法】  

しおりのデザイン（片面）のデジタルデータ（jpg・png・psd形式等、サイズは 5cm

×12.4cm）をメールで LibLoveQ@jimu.kyushu-u.ac.jp 宛てご送付ください。 

応募点数は、1人 1点までとさせていただきます。 

【作品について】 

LibraryLovers’キャンペーンにちなんだデザインをお待ちしています。なお、 

しおりの裏面にはキャンペーンのロゴが印字されます。→ 

作品の著作権は図書館に帰属するものとします。 

・図書館による紙媒体でのしおりの作成・配布 

・図書館ウェブサイトでの作品の公開、および、しおり用に加工した pdf形式での

ダウンロード 

・その他、当キャンペーンに関する広報物 

等について使用させていただきますので予めご承知おきください。 

【選考方法】 

キャンペーンワーキンググループにて審査の上、結果をメールでご連絡します。 

【詳細 URL】 

 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/events/bookmark2014  

 

今年も LibraryLovers’キャンペーン (※) 特製しおりのデザインを皆さまから

募集します！採用されたデザインのしおりは、キャンペーン期間中（10/20～

11/16）、九大の各図書館で配布します。 

あなたのデザインが、しおりになるチャンス♪ ふるってご応募ください。 

あなたのデザイン、 
しおりにします！ 

(※) LibraryLovers’キャンペーン とは？ 

図書館の再発見や本との出会いをプロデュースするキャンペーン。九州地区の大学

図書館が合同で行なっています。今年は 10/20から 11/16の間、様々なイベントを

開催します！ （キャンペーン HP http://librarylovers2014.blog.fc2.com/ ） 

【応募先・問合せ】 

 九州大学附属図書館 

Library Lovers’キャンペーン学内ワーキンググループ 

 mail：LibLoveQ@jimu.kyushu-u.ac.jp  

【募集】 



いろんな分野があって、いろんな先生がいる。それが九大のスゴイとこ。

そんな中でもちょっと気になるあの先生に、

「今の道に進んだきっかけ」「自分を変えた◎※」について語っていただきます。

あなたの人生にきっと衝撃を与えるハズ！

各回 17:00-18:00
＠中央図書館2F

リフレッシュルーム

コーヒーとお菓子を用意して
お待ちしています！

Talking Night

Vol.1
10/23
Thu.

飯

秀

嶋

治
人間

環境学
研究院
准教授

1969年埼玉生。立教大学
(地理学)、九州大学(比較宗
教学修士・人間環境学博士)
を経て、危機に直面した
人々の人間環境学を模索中。
NPOもやいバンク福岡理事。

『朝まで生テレビ』、
聖書の解釈、父の事件

矢

徹

原

一

Vol.2
10/29
Wed.

理学
研究院
教授

中学時代に植物の多様性に
魅かれ、植物学者をめざす。
性の進化の研究から保全生
態学に進み、今は決断科学
に取り組んでいる。

私を変えた植物の多様性

柴

篤

田
Vol.3
11/6
Thu.

人文科学
研究院
教授

1952年、大分市生まれ。
吉川英治によって文学に目
覚める。宋明儒学を専攻。
世界の映画から人生を学び、
時に、宝塚の世界にも遊ぶ。

図書と映画と人生と

丸

宗

山

利

Vol.4
11/11
Tue.

総合研究
博物館
助教

図鑑と熱帯雨林と昆虫と

幼い頃に虫に目覚め、虫の
少ない都会で図鑑を見て
育った。今では昆虫を追い
求めて世界中を調査してま
わっている。

入場無料
申込不要

大学では、世界を広げた者勝ち。

【お問合せ】
九州大学附属図書館

サービス企画係
LibLoveQ@jimu.kyushu‐u.ac.jp

Tel.092-642-2533



 
全国大学ビブリオバトル 2014京都決戦 

九
州
大
学
予
選
会 

 

開催日時 

【箱崎：中央図書館 2F きゅうとコモンズ】 

平成 26 年 10 月 20 日（月）①15：00～16：00 

②16：30～17：30 

【伊都：センター2 号館 4F 嚶鳴天空広場】 

平成 26 年 11 月 4 日（火）16：40～17：40 

問い合わせ 

九州大学附属図書館 Library Lovers’キャンペーン学内 WG 

e-mail: LibLoveQ@jimu.kyushu-u.ac.jp 

出場申込 

出場希望の方は、以下よりお申し込みください。 

図書館ウェブサイト＞イベント 

https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/events/biblio2014 

観戦自由 

申込不要 

出場者 
募  集 

ビブリオバトルとは？ 

「人を通して本を知る、本を通して人を知る」をコンセプトとした本の紹介コミュニケーシ

ョンゲーム。お気に入りの本を持ち寄って、5 分間で紹介し、「どの本を一番読みたくなった

か」で出場者・観戦者全員が投票、得票数の一番多かった本が「チャンプ本」となります。 

ビブリオバトルの学生日本一を決める決戦大会。その九大代表を決める予選会です。 

予選会→北部九州地区決戦（11/29）→京都決戦（12/14） と勝ち進んで、目指せ日本一！ 

※京都決戦は旅費支給があります 

あなたの 1票が 

九大代表を決める! 
 



[共 催]：附属図書館・総合研究博物館・大学文書館

[問合先]：LibraryLovers’キャンペーン学内WG

LibLoveQ@jimu.kyushu-u.ac.jp
https://www.lib.kyushu-.ac.jp/ja/events/LibraryLovers2014

10/24(金)：医学図書館 ブラウジングルーム

10/31(金)：伊都図書館 ロビー

11/ 7(金)：芸術工学図書館 研究セミナー室

11/14(金)：中央図書館 リフレッシュルーム

各日 １７：３０～１８：００（申込不要）

コーヒーをご用意してお待ちしています。

夕SPレコード。それは、演奏されている“場”の

空気振動がそのまま蓄えられている音の原版。

蓄音機が時を超えて呼び起こす、デジタルでは

感じることのできない“生の”空気の震えを、

味わってみませんか？

10/20～11/16

Classic

Cinema music

Japanese song

ようこそ、蓄音機の世界へ。

蓄音機で聴くSPレコード鑑賞会




