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～九州地区WG会議 写真集～

この年は集合写真を
撮り忘れてました…
ごめんなさい。



2010 2011

20132012

～キャンペーンのあゆみ～

「オススメの1冊」学生コンテスト

国立大学図書館協会地区助成事業として初めて実施
期間： H22.10.27~11.9 （2週間）
WG： 国立11大学14名
参加館：30館(国立大学に限定せず)

ワーキンググループが主催
期間： H23.10.12~11.15（4週間）
WG： 国立8大学、私立2大学 計14名（協議会加盟館に呼びかけ）

参加館： 27館＋鹿児島県大図協

図書館が森になる?!
みんなで育てよう読書の木

九州地区大学図書館協議会事業として実施
期間： H24.10.22~11.19 （4週間）
WG： 国立7大学、公立1大学、私立2大学 計13名
参加館：31館＋鹿児島県大図協

・本で旅する-九州文学地図-
・九州地区大学図書館貸出
ランキング

福岡県 １３６件
佐賀県 ３８件
長崎県 ７７件
熊本県 １２１件
大分県 ３９件
宮崎県 ３８件
鹿児島県 ７９件
沖縄県 ４２件

計：570件

■ 九州地区大学図書館貸出ランキング
有志のデータ提供館の貸出数を集計
（国立９館 公立２館 私立８館）

⇒九州中の大学図書館での
貸出ランキング（総合／分野別）

収穫の秋 読書の芋。
九州まるっと収穫祭！

九州地区大学図書館協議会事業として3年間の実施決定
期間： H25.10.21~11.17 （4週間）
WG： 国立7大学、私立2大学 計11名 ←会議を1.5日に

参加館：45館＋鹿児島県大図協

応募コメント：333件
投票数：1,694票
キャンペーン期間に先立ち、おすすめ図書のコメントを募集、人気投票を
行い、キャンペーン期間中に人気投票上位の図書を展示する企画

Googleマップ版九州文学地図

応募総数：1,507枚
葉っぱ形の応募用紙に読んだ本のコメント
を書き、各館に展示した木の幹に貼り付け
ていくことで、みんなで「読書の木」を成
長させていく企画。

↑キャンペーンサイトも全部手作り。
各大学のコメント共有、人気投票システムも
WGメンバーで制作。

←地区助成事業の予算で
キャンペーンロゴ入り
オリジナルグッズ作成。
（上）マグネット式

ブックマーク
（下）エコカイロ

→
スキルがなくても管理できるよう、
キャンペーンサイトを無料のブロ
グサービスに。
コメントのあった図書の共有はブ
クログを使用するなど、積極的に
webサービスを利用した。

■ 本で旅するー九州文学地図－
九州の土地・地域や九州出身の人物が出てくる小説、九
州出身の作家の作品について学生から募集。
文学作品でいっぱいの九州地図を作っていく企画

応募件数：1,137件
事前に教員から各テーマに関する
本（映画・音楽も可）のコメント
を募集、集まった教員のコメント
を芋の葉（栄養分）に見立てて参
加大学で共有した。
キャンペーン期間中、学生からの
コメントを芋に見立てて、立派な
芋畑に成長させる企画

キャンペーンキャラクター
いーもくん



九 州 ⼯ 業 ⼤ 学 本館

ブックトラックを列⾞に⾒⽴て、各県ゆかりの図書を配架。
貸出ランキングは、あっという間に利⽤され⼤好評でした。

〈あなたへ贈る本とことば〉

★2012★★2012★

★2010★★2010★

★2011★★2011★

★2013★★2013★
4年⽬となる2013年は趣
向を変えて、図書館脱出
ゲームを開催。「難し
い！」との感想に館内配
置図の⾒直しを考えさせ
られました。
ポスターも景品の栞も
インパクト⼤！！

■読書の⽊■

■⼤学図書館貸出ランキング■

■「オススメの1冊」学⽣コンテスト■

◎⼈気企画◎
2011年にはじめたオリジナル

チャートが好評で、2012年と2年
続けて作成しました！

葉っぱのコメント
を書いた⽅へ
オリジナル栞を
プレゼント。

■九州⽂学地図■

九⼯⼤隠れ
県⺠No.1は
熊本県！

■収穫の秋、読書の芋。■

〈狙われた能⾯-図書館の謎を解け！〉

「オススメの1冊」
総合第1・2位に
輝きました！！

星を⾒な
がらロマ
ンに浸る
あなたへ

星を⾒な
がらロマ
ンに浸る
あなたへ

「迷うくらいなら、どっちでもよい
-どちらにしようか迷うような選択肢は、どち
らも合格なのですから。」「はやぶさ」式

思考法 : 日本を復活させる24の提言 ｐ133 



平成25年合同企画

「読書の秋 収穫の芋」

平成25年オリジナル企画

「狙われた能面 図書館の謎を解け」

閲覧室中央に読書の芋畑を配置しまし
た。
理系の大学ですが、読書が好きな学生
さんが積極的に参加してくれました!

館内に隠されたクロスワードパズ
ルを解いてもらうゲーム形式の企
画でした。
体験型のゲーム形式の企画にした
ことで、参加した学生さんの反応
も良く、「また参加したい」との
声もありました。

実際に使われた

問題用紙

参加者は謎の隠し場所
のヒントを基に館内を
歩き、問題を探して回
答する２段構えの企画。



〈オススメの１冊コンテスト〉 〈図書館好き℃No.1は誰だ？〉

2011年

2010年

〈読書の木〉 〈芥川賞、直木賞受賞作を探せ！〉

館内を歩いてもらう体験型の
オリジナル企画第1弾でした

2012年

〈本で旅する 九州文学地図〉 〈１枚の紙から本を作る〉

館内は歩きませんが、
体験型オリジナル企画

第２弾!!



九州情報⼤学
★2012★★2012★

参加スタイル１として参加
（館内にポスター掲⽰+合同ホー
ムページに参加館として名前を挙
げる）

★2013★★2013★

■収穫の秋、読書の芋。■
参加スタイル１として参加
（合同企画に参加する）

〈いいねシールと投稿箱〉
■本のリユース■

今回、初めての独⾃企画『本のリユース』を実
施しました。とても好評で驚きました！
今後も実施していきたい企画です！

〈コメントされた資料を展⽰紹介〉

館内と図書館出⼊⼝
の掲⽰板にポスター
を掲⽰しました。

記⼊場所の設置。
カウンター横の⽬⽴つ場所に設置しました。

■図書館クイズ■

『なんでも芋』と『しんみり芋』が
たくさん成⻑しました。⼤収穫！

2012年に図書館出⼊⼝に
モニターを設置。
図書館クイズを年4回程度実施
しています！
新着図書紹介、お知らせや注
意事項もモニターを通して呼
びかけています！
Library Lovers’キャンペーン
も期間中紹介しました！



中 村 学 園 ⼤ 学
★2012年度オリジナル企画★
【ステキな本に出会おう】
★2012年度オリジナル企画★
【ステキな本に出会おう】

★2012年度合同企画★
①本で、旅する。-九州⽂学地図-

②九州地区⼤学図書館貸出ランキング

★2012年度合同企画★
①本で、旅する。-九州⽂学地図-

②九州地区⼤学図書館貸出ランキング

★2013年度オリジナル企画★
【PKC49(POP広告コンテスト)】
★2013年度オリジナル企画★
【PKC49(POP広告コンテスト)】

★2013年度合同企画★
【収穫の秋、読書の芋。】
★2013年度合同企画★
【収穫の秋、読書の芋。】

〈⼯夫した点・苦労した点等〉
本学の学⽣にとってテーマ設定がやや難しかっ
たらしく応募の動きが鈍かったため、キャン
ペーン全体での情報提供に努めた。
〈よかった点・課題等〉
⽂学地図においてはGoogleのmap機能にCiNiiの
データをリンクする⽅法など、また、貸出ラン
キングにおいては各⼤学の図書館システムに合
わせたデータ抽出⽅法など、様々な技術を知る
機会となった。

〈内容〉
①約400名の学⽣にアンケートをとって選定し
たオススメ本をPOP広告で紹介。
②教員に「⼈⽣を変えた1冊の本」を推薦しても
らいコメントをパネルにして、本とともに展⽰。
③就活⽣に読んでもらいたい図書の紹介。
〈⼯夫した点〉
この企画でオススメしている図書を紹介した冊
⼦を学内の就職説明会で配布したり、⾷堂にあ
る⼤画⾯で企画の概要を説明するなど図書館に
普段来ない学⽣にも情報を流すように⼼掛けた。
〈よかった点・課題等〉
先⽣が紹介する本は学⽣も興味津々だった。

〈内容〉
「読書」「スポーツ」「料理」のいずれかの部⾨
に合う本のPOP広告を募集。応募全49作品を館内
に掲⽰し「読んでみたい」と思った作品に投票し
てもらう学⽣参加型の企画。投票で上位に選ばれ
た学⽣には図書カードを進呈。
〈⼯夫した点〉
「料理」部⾨は、本に掲載されている料理を実際
に作りその写真をPOPに挿⼊するという栄養系の学
部がある本学の特⾊を活かした企画を⾏った。

〈⼯夫した点〉
応募してくれた学⽣には、本学の教員が考案した
秋にピッタリの芋を使った4種のレシピを配布。
〈よかった点・課題等〉
教員による葉っぱの形をしたコメント⽤紙から、
徐々に下の⽅に芋の形のコメントが増え、掲⽰が
次第に⼤きくなっていくという流れが感じられた。
さつまいも料理レシピも好評であり、広報の際な
ど話題作りができた。



福岡国際⼤学・福岡⼥⼦短期⼤学

★継続は⼒なり★
Library Loversʻ

2011〜

★継続は⼒なり★
Library Loversʻ

2011〜

ここでは先⽣⽅のおすすめ
本を紹介★
思いついたら、その場でコ
メントを書いて投稿できる
ようにしました。

まだまだ
葉っぱだけ…

畑の⼟を、使い捨ての茶封筒で作成してみました！
いーもくんは職員お⼿製のペーパークラフトです。

★読書の芋 育成⽇記★
〜Library Loversʼ2013〜

巻物から和綴じ本、そして現代の本
までの書物の歴史を展⽰。

実ったコメント芋は、葉っぱも含めて 。
特に「衝撃の芋」は多く実りました★

↑実際に⼿にとることができます。

学⽣⾃ら、コーナーのテーマを設
定し、館内に所蔵している本から
選書・展⽰するコーナーです。
レイアウトもすべて学⽣にお任せ
なので、個性豊かです。
⼤好評につき、企画は現在も継続
中★

★独⾃企画★

テーマ
「私の好きな本を
集めました。」

テーマ
「⽣きてく。」
命、恋愛、⾷etc…

学⽣の「ブクログってなんですか？」
という質問から考案しました。
サイト検索する⼿間を省くためにQR
コードを付けているので、投稿コメン
トがすぐに⾒ることができます。

←キャンペーン期間中に
⽂庫本を借りた⽅を対象
に、卒業⽣デザインのブ
ックカバーをプレゼント
しました。

本学は、2011年からキャンペーンに参加さ
せていただいております。

回を重ねていくうちに学⽣や先⽣⽅にも認
知されるようになり、⾃ら企画に参加して
くれる学⽣も増えてきました。
本年も、図書館に来るのが楽しくなるよう
な取組や企画をしていきます！



筑紫女学園大学
開催ポスター開催ポスター

ディスプレイディスプレイ

学生図書委員
のPOPの人気

投票です

結果発表1結果発表1

結果発表2結果発表2 結果発表3結果発表3

ごあいさつごあいさつ



九 州 大 学
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年々応募数が増加！
配布枚数も3,000枚超え！

● しおりデザイン●
公募＆配布

● ビブリオバトル ●

● 本のリユース ●

用意するもの：ブックトラック、のみ
超ラクチン、かつ学生がヨロコブ企画

首都決戦の予選会をかねて。昨年はゼ
ミ単位での参加もありました。

定
番

鉄板の

■読書の木■

■大学図書館貸出ランキング■

■収穫の秋、読書の芋。■

■「オススメの1冊」学生コンテスト■

【ライトユーザ・ノンユーザをつかむ！
～新たな試み～4年目】

【図書館＆本LOVEを全面に押し出した1年目】

【先生もキャンペーンに巻き込む！2年目】

【図書館利用者の裾野を広げる！3年目】

先生の研究室の本棚を撮影。
10冊程度のお勧めの本を
推薦コメントとともに紹介。
先生の人柄が表れて、学生
さんにも好評でした。

生協とコラボ。「読書の芋。」のコメントを書くと
全国生協「読書マラソン」のスタンプカードにスタ
ンプ押印。スタンプ5つで、生協プリペイドカード
に300円課金。またキャンペーンPRで生協食堂の
テーブルに三角柱を設置したり、期間限定で「芋」
メニューを提供していただきました。

SPレコード鑑賞「音楽の夕べ」。図書館初の
「音を出す」企画でした。珍しい蓄音機の調
べに、学生さんも興味津々。お菓子とコー
ヒーをいただきながら、ぜいたくな時間を共
有できました。

九大初のビブリオバトル。
テーマは「愛」など。
先生も登壇されて大盛り上
がりでした。

貸出1回ごとにスタンプ押印。
スタンプ3個でキャンペーンオリジナル
グッズのブックマークをプレゼントし
ました。

豆本づくりワークショップ。
歓談しながら和気あいあいと。
職員も一緒に挑戦。学生さん
たちと距離が近づきました。

資料保存展示。資料の正しい取り扱
い方、簡単な修理方法の紹介、修理
道具の展示をしました。

「あなたはどのタイプ？読書適性診断」
チャートに従って答えるとぴったりの作
家がみつかる?!

バックヤードツアー「立入禁止」の向こう側
～中央図書館研修体験～
事務室や閉架書庫見学、カウンター業務を体験。
参加者からは積極的に質問があり、図書館に対す
る関心が高まったよう。

館長から「辞令交付」も→



 

 

 

 

☆選書ツアー 

☆読書週間限定 特別リクエスト募集 

☆図書館職員『オススメの１冊』[館内展示]

■オススメの１冊 学生コンテスト■ 

★２０１０★ ★２０１1★

★２０１２★ ★２０１３★

☆選書ツアー  ☆学内巡回図書 

☆図書館クラフト工房 

☆図書館職員バージョン読書の木

■読書の木■ 

■九州文学地図■ 

☆選書ツアー・ブックハンティング 

■九州地区大学図書館 貸出ランキング■ 
☆選書ツアー 

☆読書週間限定 特別リクエスト募集 

☆ブックトラック古本市 

■収穫の秋 読書の芋■ 

オススメの図書を紹介するコメント(POP)を募集し、
そのコメントへの人気投票も開催！ 

上位入賞者には、館長から表彰状が手渡されました。

「特別リクエスト」では、通常の学生リクエストと別
枠でリクエストを募集したところ、たくさんの応募が
あり、大変好評でした。 

中央図書館、医学分
館及び経済学部分館
の図書を巡回させる
「学内巡回図書」を
実施しました。 

クラフト工房ではし
おり、ブックカバー
を手作りしました。

葉っぱは先生、芋は
学生からのオススメ
コメント(POP)で
す。 

先生のオススメ本展
示や、本物の芋の育
成も行いました。 

他大学で好評だったと伺った「ブ
ックトラック古本市」を本学でも
開催しました。 

大変好評だったため、現在では通
年で設置しています。 

この年は中央図書館が改修工事で縮小開館中だっ
たため、医学分館及び経済学部分館をメイン会場に
しました。 

「選書ツアー」は参加者全員で書店に行って選書し
てもらう企画で、一方「ブックハンティング」は学
生が都合のよい時間に書店（生協）で選書できると
いう企画でした。 



⼤分県⽴芸術⽂化短期⼤学

6⽉〈第1回 学⽣選書ツアー〉

《学⽣選書ツアー》は年に2回、６⽉と11⽉に開催
している当館の⼤⼈気企画です。

今回は応募のあった各学科⽣のなかから、7名の
学⽣と図書館職員でジュンク堂書店さんに出向き、
2時間じっくりと図書館に⼊れる本を選書していた
だきました。

20142014

書店での選書の様⼦
（H26.6.21）

②確認中…
同⾏した図書館員も
選ばれた本を⾒て、
内容や重複本ではな
いかチェックしてい
ます！

③レジ前にて合計⾦額を計算!
予算の2万円をオーバーした⽅は、ここから厳選
タイムに⼊っていました

①本棚から選書中
広いジュンク堂書店さ
んの沢⼭の商品のなか
からお⽬当ての本を探
します

6⽉〈意⾒交換会〉

選書ツアー後⽇、図書館内のグループ学習
室にて《意⾒交換会》を⾏いました。

それぞれ到着した本を机に並べて、選んだ
本の理由やツアーに参加した感想、図書館
へのご意⾒などなど1時間超、熱く語って
いただきました。
「予算内に選ぶのが難しかった」、「みん
なに⼿に取ってもらいたくて⽂庫本を選ん
だ」等の感想を聞きました。

★交換会では図書館⻑や図書委員の先⽣もまじえて、
学⽣から図書館に対する⽣のご意⾒を聞いています。

★選書ツアー恒例の集合写真を撮りました。
（店内は⼈通りが多いため、毎回急ぎつつ笑顔で撮影しています！）

7⽉〈リサイクル図書の配布〉

シラバスから解除された旧指定書の複本分
を《リサイクル図書》として学内2か所に
ワゴンを設置し、無料配布しました！

配布対象となった本は出版年の古い図書が
多かったものの、学⽣や先⽣など沢⼭の⽅
に引き取られて⾏きました。

7⽉〈選書ツアーコーナーの設置〉

《意⾒交換会》終了後は図書担当
が急ピッチで登録作業を済ませ、
4⽉に⼊ってきたばかりの新しい
書架に本を配架しました。
図書館にはいってすぐの書架のた
め、とても⽬⽴つ場所です。

今回は合計107冊の本が図書館ま
で⼊ってきました。
現在、コーナーに設置した半数の
図書が貸出中となっています！

★前回(2013年秋開催)のツアー図書も好評のため、書架下段に⼀緒に配架しています。

ツアーで⼊ってきた本について

今回は⽂庫本の⼩説や、絵本が多く選ばれていました。
参加する学⽣によって全く傾向の異なる本が選ばれるのが学⽣選書ツアーの⾯⽩いところです。
《意⾒交換会》で学⽣が特におすすめしていた本は『⿐⾏類』(ハラルト・シュテュンプケ著 )、『蒼い
炎』(⽻⽣結弦著)、『浜村渚の計算ノート』(⻘柳碧⼈著)、『いぐいぐいぐいぐ』(梶⼭俊夫著)

2011〜20122011〜2012

通年〈 読書スタンプラリー〉
“普段借りている本の冊数を記録として
残してもらいたい”という発案から、イ
ラストレーションサークルさんとのコラ
ボ企画《読書スタンプラリー》を2年に
わたって開催しました。

図書1冊につきスタンプを1つ押してい
き、10ポイントたまるとサークル描き
下ろしのポストカードor栞をプレゼン
ト！
⼈気の絵柄はすぐなくなっていきました
が、続けてスタンプを貯めている学⽣も
多くいた企画でした。

20132013

10⽉〜11⽉〈 Library Lovers'キャンペーン〉

九州地区図書館で合同開催している
《Library Loversʻキャンペーン》に
初参加しました。
合同企画「収穫の秋、読書の芋。」では
計60枚のお芋＆葉っぱコメントを収穫す
ることができました。

こんなに⼤規模な館内イベントは当館初
の試みでしたが、特設コーナーに⾜を⽌
めてくださる⽅も多く、いつもより館内
が賑わっていました。

★おすすめコメントの中で所蔵のあった本は特設コー
ナーにて展⽰・貸出もしていました。

毎⽉更新〈企画展⽰〉

館内1階にて《企画展⽰コーナー》を設置しています。
毎⽉内容を変えながら、学⽣のみなさんのニーズに合う企画テーマを⽇々模索中です。
ここ4年間の傾向としては、「料理」・「美容」・「旅⾏」・「イラスト」に関するテーマの展⽰が
好評のようです。

恒例企画恒例企画

「リバイバル選書ツアー」
第1回の選書ツアーの参加者募集
に先駆け、過去5年間の選書ツ
アーで⼊ってきた本を⼀気に集め
ました。

過去に好評だった展⽰

ちょっと冒険した展⽰

「図書館でまだ誰も借りていない本」
ネットニュースになった、国際基督教⼤学図書館さんの悲しい企画展⽰
「誰も借りてくれない本フェア」を芸短版にインスパイア。図書館員渾⾝
の紹介POPと⼀緒に展⽰していました。ICUさんのように即⽇効果はあり
ませんでしたが、じわじわと貸出利⽤がありました。

「イラストを描こう！」
図書館アンケートで⼀番要望の多
かった図書館に⼊れて欲しい本第
1位の「イラストの本」から実施。

イラストの描き⽅、塗り⽅の本が
中⼼。
過去1番、貸出利⽤の多かった企
画展⽰です。

７⽉〈七⼣コーナー〉
6⽉末になると《七⼣コー
ナー》を設置しています。
短冊は図書館に⼊って来る
新刊図書の帯をリサイクル
して使っています！

★今年は７⽇も開館⽇だったため、沢⼭の
お願い事が集まりました！(7⽉25⽇撮影)

９⽉
〈 リサイクル雑誌の配布〉

保存期間が終了した雑誌を、後期授
業開始⽇に合わせてエントランスに
て無料配布しています。



熊 本 県 ⽴ ⼤ 学
★2011★★2011★

■読書の⽊■

■⼤学図書館貸出ランキング■

■九州⽂学地図■

■収穫の秋、読書の芋。■

★2012★★2012★

★2010★★2010★

■「オススメの1冊」学⽣コンテスト■

★コメントを書いてくれた⼈へ
配布したオリジナルしおり★
★コメントを書いてくれた⼈へ
配布したオリジナルしおり★

★2013★★2013★

熊本県⽴⼤学図書館マスコット
キャラクター”ぷくにゃん”柄
熊本県⽴⼤学図書館マスコット
キャラクター”ぷくにゃん”柄



熊 本 ⼤ 学

★2012★★2012★

オススメの１冊コメントスタンプラリー
オススメコメントを書くたびに、違うグッズが
もらえるスタンプラリーを実施しました。

★2010★★2010★

★2011★★2011★

★2013★★2013★

■読書の⽊■

■本で、旅する。九州⽂学地図■

■収穫の秋、読書の芋。■

■「オススメの1冊」学⽣コンテスト■

本がもらえる昼休み
期間中の昼休みに、みんなから集めた本を
配布し、好評でした。

先⽣の本棚 公開！
熊⼤の先⽣がお勧めする本を展⽰しました。

研究者インタビュー 毎⽇更新！
熊本⼤学学術リポジトリ公開5周年を記念して、
先⽣⽅に⾏ったインタビューを
オープンアクセスウィーク期間中
毎⽇更新しました。

読書の葉っぱを記⼊するた
めの「⼿づくりコーナー」
オリジナルしおりも作れる
ようにしました。

中央館が改修⼯事中だった
ため、縮⼩開館している中
での実施でした。⼩さなス
ペースでしたが、たくさん
のコメントが集まりました。

熊本の投稿⽤紙。
くまモンは絵柄の使⽤許諾
を取って載せました。

↑医学系分館でも芋畑を
作りました。

熊本⼤学附属図書館公認
キャラクターくまぽん

LLキャンペーンでは
くまぽんの絵柄や
グッズが⼤活躍！←リニューアル

した中央館で
の芋畑。



宮 崎 大 学
★2010★★2010★

★2011★★2011★

■「オススメの1冊」学生コンテスト■

宮大伝統・しおり工房。
廃棄予定の帯やカバーの切り抜きで、
利用者にオリジナルしおりを作ってもら
います。

〈しおり工房〉

◎定番企画◎

★2010★

★2012★★2012★

★2013★★2013★

■読書の木■

■収穫の秋、読書の芋。■

■九州文学地図■

★2011★

★2012★

★2013★

■大学図書館貸出ランキング■



２０１１

２０１２

２０１３

初参加図書館が森になる？～育てよう、読書の木～

・本で、旅する。-九州文学地図-
・九州地区大学図書館貸出ランキング

収穫の秋 読書の芋。 ～九州まるっと収穫祭～

立派な木に育ち
ました！

三角スタンドを
館内中に設置

特製エコルダー
をプレゼント！
希望者には名前
も入れてお渡し
しました♪

2012リユースエコカイロとオ
リジナルクリアファイルをプ
レゼント♪

各学部学生係に
ポスター掲示のお願い

カウンターに
コメント用紙を設置
桜ヶ丘分館でも
コメントを募集

豪華2本立て！
館内で一番目立つ入り口
ゲート前に設置

＊独自企画＊
・鹿児島読書フェス＠鹿大
・ブックガイド も開催



志 學 館 ⼤ 学

〈ぱぴこと読書の⽊)

〈掘り出そう！読書の⼒〉

★2012★★2012★

★2011★★2011★

★2013★★2013★

■読書の⽊■

■本で、旅する。-九州⽂学地図-■

■収穫の秋、読書の芋。■

◎特別企画◎

〈オリジナルしおりの配布〉〈ビブリオバトル〉

〈⽂学で九州を旅してみませんか〉



琉 球 ⼤ 学

★2012★

〈リコーダー演奏会〉

★2010★

★2011★

★2013★

■読書の⽊■

■収穫の秋 読書の芋。■

■「オススメの1冊」学⽣コンテスト■

〈本のリユース〉

〈⾖本ワークショップ〉

〈ビブリオバトル in 琉⼤図書館〉

〈図書館のアートを
探してみよう！〉

〈迷⼦の本を探せ！〉

■本で、旅する-九州⽂学地図-■

〈国語教科書と私〉

図書館職員有志によるリコーダー
演奏会。

図書館内を実際に歩き、図書館に
ある絵画・彫刻を探す企画。

館内で⾏⽅不明になった本の
「WANTED」ポスターを掲⽰。
2011年から続く定番企画。

初開催のビブリオバトルでは、テ
レビ局・新聞社が取材に来ました。
バトル後は紹介本を展⽰しました。

思い出に残る国語教科書の作品の
コメントを募集。
コメント⽤紙は⿊板⾵。

ブックトラックと古本があれば
OK。そして、お得でエコ。


