
知的書評合戦「ビブリオバトル」開催
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　令和元年6月19日（水）図書館読書指導室にて、「松山大学ビブリオバトル2019（前期）」（松山大学図書館・
松山大学生協共催）が開催されました。「ビブリオバトル」は今回で11回目。ビブリオバトルとは、バトラー（発
表者）が読んで面白いと思った本を持ち寄り、一人5分間でその本を紹介します。それぞれの発表の後に、その発
表に関するディスカッションを参加者と3分程度行います。全ての発表が終わった後に「どの本が一番読みたく
なったか？」を基準に参加者全員で投票します。最多数の票を集めた本が「チャンプ本」に決定します。
　今回は4名のバトラーが参加しました。それぞれおススメ本の面白かったところや、ぜひ読んで欲しいという気
持ちを、熱意を込めて紹介しました。今回はバトラー経験者もいて、終始落ち着いた和やかなビブリオバトルに
なりました。
　投票の結果、優勝には馬越美来さん（人文学部英語英米文学科3年）が紹介した「図書館の魔女」（高田大介：著）
がチャンプ本に決定しました。準優勝には瀧岡美穂さん（法学部法学科3年）が紹介した「『お金の不安』からい
ますぐ抜け出す方法」（大嶋信頼：著）に決まりました。2人には賞状と記念品が授与されました。
　優勝者・準優勝者の図書は、図書館にて発注・受入を行い、展示コーナーにて紹介しています。貸出もできま
すので、ぜひ読んでみてくださいね。
　また、ビブリオバトルの様子は図書館内のデジタルサイネージでも紹介しています。

優勝した馬越美来さんによる紹介 バトラー全員による記念撮影
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オープンキャンパス2019開催!!
　2019年8月3日（土）・4日（日）2日間、オープンキャンパス2019が開催され、県内外から高校
生・保護者ら多数来場されました。
　オープンキャンパス中は、図書館へ自由に入館・閲覧ができ、館内を見学していただきました。デ
ジタルサイネージによる図書館の紹介や、図書館学生アドバイザースタッフC3によるクイズラリー・
見学ツアーも行われました。見学ツアーでは、普段立ち入ることができない地下書庫の見学もありま
した。また、稀覯書の『国富論』（アダム・スミス著）も展示され、いつもは見ることができない図書
館を知ってもらうことができました。

館内の様子

地下書庫の見学

館内を自由に閲覧

C3による見学ツアー
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稀覯書『国富論』の展示
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　「書評の書き方教室]（松山大学図書館主催）が、6月28日（金）に図書館読書指導室で開催されました。
講師は経営学部教授 藤田総司先生で、内容は「書評とは何か―読書感想文、ブックレポートとの違い―」
で行われました。
　藤田先生には、「書評」とはそもそも何か、「書評」の書き方のコツ、推敲のポイントといった基本的な
ことから具体的な事例まで教えていただきました。
　「松山大学図書館書評賞」の応募にもつながっています。毎年開催されていますので、ぜひご参加くだ
さい。

 松山大学図書館では夏季休暇中に、インターンシップの受け入れを行いました。 8月27日に松山・愛媛大学の
学生4名の実習を行いました。貸出・返却などのカウンター業務を実際に行ったり、事務業務の図書の発注から受
入・装備を行いました。

書評の書き方教室開催

◎松山大学ビブリオバトル後期大会
　　2019年10月23日（水）17：45 ～ 19：00　松山大学図書館
　　参加者募集中！　募集〆切：2019年10月17日（木）

◎オープンえひめ　ビブリオバトル2019
　　2019年10月5日（土）10：30 ～ 12：00 松山大学図書館
　　※この大会は愛媛県内の大学・短大・高専の学生が対象です。
　　　 優勝者にはもちろん、参加者にも賞品（図書カード）があります！興味のある方は、お気軽に図書

館までお問い合わせください。これらの大会は愛媛地区決戦（11月2日開催）・全国大会（12月
22日開催）への予選会を兼ねていますので、奮ってご応募ください。観覧のみの参加もできます
ので、ぜひお越しください♪

松山大学ビブリオバトル後期大会・オープンえひめ  開催予定！ 
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法学部　 石橋　英典

『自分で考えるちょっと違った
 法学入門 第4版』

道垣内 正人 著
有斐閣　2019年
請求記号：321¦¦D 22¦¦2（3）（第3版）
配架場所：図書館2階開架
※第4版は現在発注中。近日受入予定

　みなさんは、「法律を学ぶ」と聞いてどのようなイ
メージを持たれるでしょうか。六法全書とにらめっこ
しつつ、条文や判例を暗記するような学びをイメージ
されるかもしれません。あるいは、法律系のドラマに
よく見られるような、「異議あり！」と叫びつつ、法
廷において相手を論理的に突き崩すための弁論術を学
ぶイメージを持たれるかもしれません（実際の裁判で
は、ドラマで描かれる様なシーンはほとんどありませ
ん）。いずれにしても、何か「お堅い」あるいは、「とっ
つきにくい」イメージを持たれている方が多いと思い
ます。もちろん、法律学には、「お堅く」、「とっつき
にくい」部分もあるのですが、それだけではありませ
ん。
　『自分で考えるちょっと違った法学入門』は、その
ようなイメージをガラリと変えてくれる一冊です。本
書のカバーには「法律学とは、不完全な人間によって
形成されている社会にいかに秩序を与えるかを考える
学問であり、これが『正解』ですとはとてもいえない
人間臭いものである」と書かれています。「これが『正
解』ですとはとてもいえない」とは、どういうことで
しょうか。本書に登場する具体例の一つを簡単に紹介
しましょう。
　あるマンションでエレベータが壊れ、修理費用の負
担についてマンションの住民たちが話し合っています

（ここでは、マンションのオーナーは存在せず、積立
金もなかったとします）。10階や9階の住人が「費用
を平等に負担しよう」と提案するのに対し、1階の住
人は「エレベータを使ったことがないので払う必要は
ない」と主張し、2階の住人も「今まで少し使ったこ
とはあるが、これからは使わないので払わない」、さ
らには、5階のとある住人も、「健康のためにエレベー

タを使ったことがなく1階の住人と同じ状況だから私
も払わない」と主張するなど、話合いは収まりそうに
ありません。
　さて、あなたが法律家としてとりまとめを依頼され
た場合、どのように解決（説得）をするでしょうか。

「全員平等に負担する」という結論がよいでしょうか、
それとも、「1階から10階に上がるにつれて負担金を
大きくする」という結論の方がよいでしょうか。どの
ような結論を採ったとしても、それに反対する人が出
てくるはずです。その時、「こういう理由だからこの
結論になるのだ」と説得できるかどうかが重要であり、
これを考えるのが法律学の基本的な姿勢です。つまり、
この問題に「正解」はありません。重要なのは、「ど
のようにその結論を根拠づけるか」ということです。
そのためには、1階の住人の立場、10階の住人の立場、
そしてそれを解決する者（例えば裁判官）の立場に立っ
て考えなければなりません。一つの立場ではなく様々
な人の立場に立って考えなければならないのが法律学
であり、その意味で、法律学は「大人の学問」という
こともできます。そこに「人間臭さ」があるわけです。
　このように、本書では、身近な事例を用いつつ、法
律学の考え方がやさしく解説されており、後半では、

「判例とは何か」、「外国との争いはどのように解決さ
れるか」といった、より専門的なテーマについてもわ
かりやすく解説がされています。
　改めて、マンションの問題について皆さんはどのよ
うに考えるでしょうか。気になった人は、是非本書を
読んでみて下さい。法律学の面白さに触れることがで
きるでしょう。そして、法律に興味がわいたのであれ
ば、本書で挙げられている本を読んでみたり、法律の
授業を受けてみるなど、更に一歩進んでみてください。
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第9回大学図書館
学生協働交流シンポジウム開催！

　2019年9月5日（木）・9月6日（金）の2日間、第9回大学図書館学生協働交流シンポジウムが島根大学松江
キャンパスにて開催されました。「ワクワクする図書館を作ろうー“やりたい”を形にー」をテーマに、南は鹿児
島から北は東京まで、図書館ボランティアに携わる大学生と職員が参加し活発な意見交換がなされました。
　初日はポスターセッションから始まり、各大学の各団体が活動についてポスターを作成し、発表をしました。
発表は5分程度行い、質疑応答が行われました。その後、ワールドカフェ「ワクワクする図書館を作るために、あ
なたは何をしますか？」が行われました。ワールドカフェでは4～5人のグループに分かれ、ラウンドごとにメン
バーを変えてダイアローグ（対話）を行いました。「ワクワクすること」をテーマに、ダイアローグの中で出た意
見を机上の模造紙に記入していくというワークを行いました。2日目のワークショップでは「“やりたいこと”を
形にしよう」というテーマで行われ、各自が考えてきた５つのアイデアを1つに絞り、ワールドカフェ方式でのダ
イアローグによりブラッシュアップし、グループ内で最もワクワクする企画を選び、全体に向けて発表を行いま
した。
　C3（松山大学図書館学生アドバイザースタッフ）の学生たちも、それぞれの役割分担を果たしました。このよ
うなシンポジウムに学生が参加することは、広い視野で物事を捉え、自分なりの考えを持つ機会となり、これか
らの学生生活の幅を確実に広げる貴重な経験でした。

第9回大学図書館
学生協働交流シンポジウム開催！

島根大学図書館 館内見学 ワークショップ

ポスターセッション C3メンバー
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　「C3」のネーミングは、「Chance」「Challenge」「Change」の頭文字からとったものです。「与えられた
Chance（機会）を活かし、積極的にChallenge（挑戦）していくことで、大好きな図書館をより多くの人に
好きになってもらえるようにChange（変化）させていこう！」というコンセプトで名づけられました。
　学生の図書館利用促進のため、図書館をもっとより良くしたいと思っているメンバーによって、各種イベン
トを企画・立案・実行している学生サークルです。

●図書館見学ツアー

●福袋企画

●C3新聞

　主にオープンキャンパス参加者や新入生を対象に、図書館見学
ツアーを実施しています。普段は入れない地下書庫も案内してい
ます。
　オープンキャンパスでは図書館をもっと詳しく知ってもらえる
よう、クイズラリーを交えながら、今年も多くの方に参加してい
ただきました。

　春と秋の読書週間に合わせて、本の福袋企画を行っています。
　C3が選んだおススメの本をラッピングし、中身が分からな
いまま借りてもらう企画です。袋には本のPOPが貼ってあり、
POPを頼りに気になった本を選ぶことができます。
　いつもとは違う方法で本を選び、自分では選ばないような本と
の出会いを作るのが目的です。

　年に1度、C3が作成している新聞です。図書館内1F新聞コー
ナー付近にあるC3掲示板に掲示しています。主にC3の活動内容
や図書館スタッフのインタビュー記事を紹介しています。
　今回のC3新聞のテーマは『松山大学図書館の怪談』について

（⁉）です。松大に伝わる都市伝説を取材しています。興味のあ
る方はぜひ読んでみてくださいね。。

　他にも図書館主催イベントの補助を行っています。
　大学図書館のTwitterのアイコンイラストも、C3メンバーが考えてくれました♪

　C3の活動に興味のある方は、図書館カウンターでお尋ねください♪
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　C3の活動の中でも、大きなイベントでもあるブックハンティング。年に2回、春と秋に行っています。
　ブックハンティングとは、実際にC3メンバーが書店へ行き、「図書館にあったらいいと思う本・みんなに読
んでもらいたい本」を選ぶイベントです。まさに『学生による学生のための学生の選書』です。
　学生目線で選ばれているので、若い世代の人に興味を持ってもらいやすい本が揃っています。
　今回はブックハンティングの様子を詳しくご紹介します。

【選書】
　今回は5月下旬にジュンク堂書店さんで行い、5名のメンバー
が参加しました。1時間と限られた時間の中で、実際に本を手に
取りながら、合計147冊の本を選びました。

【装備】
　書店で選んだ本は、後日図書館で発注し、受入登録します。
　本棚へ並ぶ前に、装備の作業があります。今回C3のメンバー
にも、装備作業を担当してもらいました。
　蔵書印の押印と請求記号シールを貼る作業を行いました。
　図書館の本が、本棚に並ぶまでの流れを知ることができました。

【本棚へ配架】
　図書館1FにC3選書コーナーがあります。7月に2019年度と
して棚を総入れ替えしています。5月のブックハンティングで選
ばれた本が並んでいますので、ぜひ見に来てくださいね。
　秋に予定されているブックハンティングの選書本も追加されま
すので、お楽しみに♪

【C3おすすめ本の紹介】
　5月のブックハンティングで選ばれた本の中から、おススメの本をご紹介します。
　実際にブックハンティングに参加したC3メンバーからのご紹介です！

『魔法使いたちの料理帳』 『フルマラソンを最後まで歩
かずに「完走」できる本～
一番やさしい42.195km
の教科書～』

『人体の不思議が見えてくる
「血液」の知らない世界』オーレリア・ボーポミエ：著

請求記号【Lib¦¦2019¦¦ま】

鈴木莉紗：著
請求記号【Lib¦¦2019¦¦ふ】

未来の健康プロジェクト：編
請求記号【Lib¦¦2019¦¦し】　映画や本に出てくる食べ物、食

べられたらいいのにな…。その願
い、この本が叶えます！白雪姫の
毒リンゴ、ハリーポッターに出て
くる料理など、魔法使いが出てく
る物語にちなんだ料理のレシピを
紹介。見て、読んで、食べて楽し
むファンタジーを一度体験してみ
てください！

　フルマラソンを最後まで歩かず
に「完走」できる本です。フルマ
ラソンに挑戦しようと思っている
けど自分が走り切れる自信が無い
人や、フルマラソンに興味はある
けどどうやって練習したらいいか
分からない人にぜひ読んでもらい
たいです。

　血液や献血の様々な疑問に対し
てわかりやすく答えてくれる本で
す。「血液は体のどこでつくられ
ているの？」、「なぜ、血液は人工
的につくることができないの？」
といった疑問について楽しく学ぶ
ことができる一冊です。
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松山大学図書館 開館日程
2019年10月～2020年1月

2019年　10月
1（火）

9:00～22:00 

2（水）

3（木）

4（金）

5（土）

6（日） 休館

7（月）

9:00～22:00

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）

12（土）

13（日） 休館

14（月）

9:00～22:00

体育の日

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日） 休館

21（月） 9:00～22:00

22（火） 臨時休館 即位礼正殿の儀

23（水）

9:00～22:00
24（木）

25（金）

26（土）

27（日） 休館

28（月）

9:00～22:00
29（火）

30（水）

31（木）

11月
1(金)

9:00～22:00
2(土)

3(日) 休館 文化の日

4(月)

9:00～22:00

文化の日の振替休日

5(火)

6(水)

7(木)

8(金)

9(土)

10(日) 休館

11(月)

9:00～22:00

12(火)

13(水)

14(木)

15(金)

16(土) 推薦入学試験

17(日) 休館 推薦入学試験

18(月)

9:00～22:00
19(火)

20(水)

21(木)

22(金) 臨時休館

23(土) 休館

休館

勤労感謝の日
熟田津祭

24(日) 熟田津祭

25(月) 臨時休館 文化の日の振替
休日の休日振替

26(火)

9:00～22:00

27(水)

28(木)

29(金)

30(土)

12月
1(日) 休館

2(月)

9:00～22:00

3(火)

4(水)

5(木)

6(金)

7(土)

8(日) 休館

9(月)

9:00～22:00

10(火)

11(水)

12(木)

13(金)

14(土)

15(日) 休館

16(月)

9:00～22:00

17(火)

18(水)

19(木)

20(金)

21(土)

22(日) 休館

23(月)
9:00～22:00

24(火)

25(水)
9:00～17:00

26(木)

27(金) 臨時休館 館内整理

28(土)

休館
29(日)

30(月)

31(火)

2020年　1月
1(水)

休館

元日

2(木)

3(金)

4(土)

5(日)

6(月)

9:00～22:00

7(火)

8(水)

9(木)

10(金)

11(土)

12(日)
休館

13(月) 成人の日

14(火)

9:00～22:0015(水) 臨時休講振替授業日

16(木) 補講日

17(金) 9:00～17:00 センター試験準備
18(土) 臨時休館 センター試験

19(日) 休館 センター試験

20(月)

9:00～22:00

21(火)

22(水)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)
9:00～22:00

臨時開館

27(月) 臨時開館・Ⅰ期入試

28(火)

9:00～22:00

統一試験日

29(水)

30(木)

31(金)

■長期貸出のご案内
　冬季休暇の2週間前から特別
貸出を行っています。
　対象：本学の学生
※ この期間中でも、ベストセラー・C3図書・NHK講座・GradedReaders・指定図書・資格試験図書の

貸出期間は２週間です。

冬季休暇中
冊数 貸出期間 返却期限日

５冊 12月10日（火）～12月24日（火） 1月7日（火）

※上記日程は変更が生じる場合があります。開館日程は『松山大学ホームページ』及び『学内ポータル』で確認してください。　
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内


