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他大学図書館紹介

名古屋大学

〜中央図書館 & ジェンダー・リサーチ・ライブラリ〜

名古屋市を走る地下鉄名城線の名古屋大学駅
を降りてすぐ。広がる名古屋大学東山キャンパ
スの中でも、広いグリーンベルトの奥に見える
のが、名古屋大学中央図書館。多くの専門図書
館・図書室が整備されている名古屋大学の中で
も、一番の蔵書と学習スペースを持つ。地下1階
から4階建ての広い館内は、学外者でも資料の閲
覧目的であれば利用できる。
入館すると、フロア全体に及ぶ広い学習スペー
スやラーニングコモンズに多くの学生。館内放

キャンパス構内に入ろうとすると左上の立て札がキャンパスの方向
を知らせてくれる。右上は中央図書館入り口。入り口付近にスター
バックスコーヒーの店舗が入っている。

送で修学サポートイベントのお知らせ。展示物
や図書を見てみると、様々な分野のものが配置
され、なんとも中央図書館らしく、神戸大学生
には新鮮かもしれない。同じ大学図書館ながら、
専門図書館ごとの特色の濃い神戸大学とは違っ
た趣である。
ひと段落したら、入り口付近のカフェで休む
のも良いし、名古屋大学に関係する蔵書を集め
た「ゆかり交流ラウンジ」（3階）の書架を眺め
てみるのも楽しいかもしれない。さらに、名古
屋大学には中央図書館のほかにもユニークな図

▶HP http://www.nul.nagoya-u.ac.jp

書館がある。

▶住所：〒464-8601 名古屋市千種区不老町

昨年2017年11月1日、名古屋大学に新たに開館したジェン
ダー・リサーチ・ライブラリ（GRL）。女性・ジェンダー・
フェミニズムに関わる様々な書籍が収められている。こちら
も学外者でもカウンターで手続きをすることで入館できる。
入館し、書架の蔵書タイトルを眺めて気づくのはその分野の
多様さ。一口に「ジェンダー」と言っても、分野横断的な論
点や、その発展歴史の深さがうかがえる。昨今、取り上げら
れることも増えたジェンダーについて、このような専門図書
館で触れて見るのはどうだろうか。

上写真が入り口。こちらの図書館の建物にもカフェ
が併設されている。左下写真2枚はオールジェンダー
用の多目的トイレ。
▶HP http://www.grl.kyodosankaku.provost.nagoya-u.ac.jp
▶住所：〒464-8601
名古屋市千種区不老町
写真は2017年11月10日に筆者撮影
筆者：ほぬのはんぷ
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新入生による
オススメの本紹介

人生を狂わす50の名著
三宅香帆、ライツ社、2017年
この本は「京大院生の書店スタッフが『正直、これ
読んだら人生狂っちゃうよね』という名著を選んで
みた」というブックガイド。でも、こんなに面白いブッ
クガイド読んだことない。
読後の爽快感を保証します。騙されたと思って、
ぜひ。
「私vs本」

4月のまごまご読書倶楽部のテーマだった「自己紹
介代わりの本」。今回はそのテーマに沿って、
ULiCSに新たに加わった新メンバー各自が選んだ
本をこの紙面で紹介します。

海事科学部１年

星に願いを、そして手を。
青 

凍りのくじら

 

辻村深月、講談社、2008年

青羽悠、2000年生まれ。小説すばる新人賞を史上

人が抱くどんな感情も柔らかく肯定しながら描かれる辻村
さんの作品。どんな人でも一人では生きていけないし、人
と関わることをやめられない。誰もが人とのつながり
を求めている中で生まれる寂しさや劣等感の名前
を教えてくれる。
「SFって、すこし、不思議」
文学部 春野涼音(ペンネーム)

最年少で受賞。彼のデビュー作となったこの作品の
主人公は、宇宙が好きという共通点を持つ幼馴染の４
人。しかし、大人になるにつれて、それぞれの思いは変化してい
く。思い出の科学館で再会し、自分の夢に向き合い始める彼ら。
彼らの美しくさわやかな物語は、自分の将来を考える勇気をく
れ 
「夏にぴったりのさわやかな物語」
文学部１年

桜井

岸本

ࢄ쎡௴

夜 は短し歩けよ乙女
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森見登美彦、角川書店、2006年
京都のとある大学に通う「先輩」は同じクラブの後輩「黒髪の
乙女」に恋をした。いろいろな作戦を立て彼女をなんとか振り
向かせようとする「先輩」だが、一向に気づかない彼女。やが
て二人は周りで起こる様々な事件に巻き込まれていく。石橋を
たたいても渡らないほど恋に奥手な「先輩」は、果たして「黒
髪の乙女」に自分の思いを伝えることが出来るのだろうか？

ʮফ썟쎝썦썿쎙ফ썟쎃쎙쎅ʯ

二人の関係の変化に注目して是非読んでほしい。

จֶ෦̍ɹഅ

「こうして出逢ったのも、何かの御縁」
文学部１年

なつほ（ペンネーム）

ULiCSでは新たに活動に参加してくれる方を募集しています。関心のある方はTwitterやメールアドレスからお気軽に連絡ください！
▶Twitter: ＠ULiCS̲KobeU̲Lib

▶E-mail: libr-students@edu.kobe-u.ac.jp

うりこスタンプ第2弾、
完成！
昨年度から作成していたうりこスタンプが遂にこの春完成しました！
今回は、第1弾のスタンプの利用状況から新しいスタンプを考えたり、
アイディアを一般募集したりしながらULiCSのグッズ班が推敲に推
敲を重ねて皆さんが使いやすいうりこスタンプを作りました。アイ
ディアをくださった皆様、ご協力ありがとうございました。春から
メンバーも増え、うりこグッズ作成案も沢山出ているのでご期待く
ださい。
文学部２年 畠田
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▶部室: 自然科学系図書館2階

LINE STORE のクリ
エイターズスタンプから
購入いただけます。
ぜひ使ってみてね！

今回もお読みいただ
きありがとうございました。
バックナンバーは附属図書館
HPの「附属図書館学生チーム
ULiCSについて」よりお読
みいただけます。

