
あなたも「楡蔭」に登場してみませ
んか？ 友達や研究室・サークルの
仲間と一緒でも、１人でもOK！ 表
紙モデルの申し込み・お問合せは裏
表紙に記載の連絡先まで。お待ちし
ています！ 

北図書館西棟3階グローバルフロ
ア。多読教材や語学教材・留学生
用図書が揃い、リスニングや発声
練習ができる語学自習室も。
多読教材についての詳細は中面
をチェック！ 

「楡蔭」の表紙モデルを
募集中！ 表紙の撮影場所
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ほのか うららほのか うらら

　北海道大学附属図書館
　　公式キャラクター

しっかり者で、好奇
心旺盛なほのか。右
胸につけているブ
ローチは、北大の正
式なシンボルマー
クにもなっている
エンレイソウです。

おっとりした性格の
うらら。木の実のボ
タンのポシェットを
揺らしながら、ほの
かと一緒に学内の
図書館（室）に出入
りしています。

〈左から〉
富原 優子 さん

イェニ ハイリナ カスマン さん
（環境科学院）

 ※平成30年10月現在

【表紙の学生さん】
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英語って難しいよね。
勉強しようとしても続かな

かったり……

大学生になったら、
ペラペラになってると
思っていたよ……

たくさんあるけど、
どれから始めたら
いいかな？

このポスターは
何かな？

そう簡単に私を超えられると
思わない方がいいよ……！

多読教材は北図書館だけではなく、本館や水産学部図書室
にもあります。 水産学部図書室にない多読教材は、札幌キャ
ンパスから図書館Webサービスで取寄せることもできます。

「多読マラソン」だね。
100万語を目指して、

自分が読んだ本を登録していくという企画だよ。
ランキングがわかるから励みになるよ

「シンデレラ」や「ロミオと
ジュリエット」など1度は
聞いたことがあるお話の
シリーズ。ＣＤの貸出もで
きます。

地理・科学・植物などに
ついての話が写真つき
で読めるシリーズ。語数
が少なく、多読初心者で
も始めやすいです。

始めたてのやさしいレベルから面
白い本が沢山あるのでおすすめで
す。表紙がかっこよくて思わず読
みたくなります。

　　　研究で英語を使う機会
が多くなり、「英語でもっと話せ
るようになりたい！」と、英語学
習に取り組むことを決意。現在
は、英語学習のため図書館を活
用している。

グローバル
フロアには
こんな資料が
あるよ

多読は、
やさしい英語の本を
たくさん読む勉強法。

自然と英語が身につくように
なるんだよ

そんな本が北図書館に
はこんなに！

多読教材には、読みやすさレベル
（YL）と語数がつけられています
多読教材には、読みやすさレベル
（YL）と語数がつけられています

海外の面白い話を
沢山読めることかな。

英語で本を読めるようになると、
読める本の量が想像出来ないくらい

増えるのも魅力だよ

これなら
読めそうだね！

それなら「多読」が
おすすめだよ

英語の資料が
いっぱい！

こんにちは！ 
英語力をＵＰさせるなら
図書館へ行ってみない？

私の
オススメは
これ！

図書館公式
キャラクター
ほのか

図書館公式
キャラクター
うらら

お困りかな？

・TOEIC・TOEFLなどの試験準備を
  中心とした英語学習資料
・リスニング資料（LL）……NHKラジオ講座など　　
・多読教材
・英語以外の言語の資料　　　

面白そう！

いろいろなシリーズがあります！
いろいろなシリーズがあります！

Happy Readers Rookie Read-About

Hansel and Gretel ; Rapunzel
ＹＬ：1.6-5.5
語数目安：2,000-20,000

What's the Weather Today? 
ＹＬ：1.0-1.5
語数目安：200-500

Oxford Bookworms Library

The mystery of Manor Hall
ＹＬ：0.8-5.5
語数目安：700-33,000

語数管理システム“エクリー”語数管理システム“エクリー”

他の人のレビューも読めます。他の人のレビューも読めます。

ひえええっ！

1.  辞書は引かない
2. わからないところはとばす
3. つまらない本はやめる

はい

本館・水産学部図書室でも多読！
英語多読コーナー 

電子ブックでも多読！
電子ブックのメリット

https://booklog.jp/users/hunorthlibrary

あ、富原さん
富原 優子（環境科学院）

北図書館の
グローバルフロア（西棟3階）

語学自習室

語学資料多読教材

壁いっぱいに
あるんだね！

1冊1冊は薄くて、
20分もあれば読めちゃうよ。
レベル分けされているから、
まずは読みやすいレベル1
くらいから試してみてね

本館 北図書館

がんばった量が
わかるね！

すぐに富原さんより
ペラペラになるかも……

これなら
できそう！

多読三原則

《「英語で読書を楽しむ三原則」（SSS英語多読研究会）》より

簡単だから
気軽に読めるね

まずは
コツコツね

本

本

北

北 本 北北

水

水 水 水

所蔵館表示

でも、続けられるかな？

どんなところが楽しい？ 

水産学部図書室

音声付のものもある

下のＱＲコードかＵＲＬでブクログのページを開き、
気になるタイトルをクリックしよう！
スマートフォンやＰＣで多読教材を読むことができます。

※一部スマホ・タブレット非対応のタイトルもあります。

本館４階 水産学部図書室

どこでも読める
貸出冊数の制限がない

たどく

ポイントは、
自分が読みたい本を選ぶことかな。
たまにはレベルを無視しても、
これさえ守っていれば
続けられると思うよ

279,186語読了
（多読歴 8か月）
279,186語読了
（多読歴 8か月）

検 索多読マラソン
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行ってみようよ学部図書室

連載第6回

保健科学研究院図書室保健科学研究院図書室

あと少しでイチョウ並木も見頃ですね。学部図書室紹介
第6弾は、並木道の入口、北13条門そばにある保健科学
研究院図書室です。医系ブロックからは、歯学部図書
室（楡蔭155号掲載）以来の登場となります！
※バックナンバーは図書館ホームページから閲覧できます。

大学院保健科学研究院・保健科学院／医学部保健学
科（以下、保健科学研究院）は、看護師・診療放射線技
師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士……など
医療従事者の養成につながる5専攻を中心とした大
学院／学科です。医療の現場で必要不可欠かつ身近
な「師」と「士」を育む場として、私たちのくらしと健康
を支えるための教育・研究が日々行われています。

健やかなくらしのために

イチョウ並木

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

北
13
条
門

ココ！
歯学部

薬学部

医学部

Facebook

医療の学びを支える図書室

保健科学研究院図書室の詳しい情報はホームページでご確認ください    https://www.lib.hokudai.ac.jp/health/

看護系雑誌だけでも種類豊富（写真は一部） 新着図書／雑誌コーナー

まさに本学の基本理念の一つ、「実学の重視」を
体現している保健科学研究院。 その教育・研究
活動を支援するため、図書室では、各専攻に関す
る医療系の資料を幅広く収集しています。特に医
療従事者向けの雑誌が揃っているので、学外の
医療職の方もよく利用に訪れます。その道のプロ
も頼りにする雑誌、一度触れてみてはいかがで
しょうか。 視聴覚資料もありますよ。

図書室に入るとすぐそこは、新着図書／雑誌コー
ナーになっています。テーブルとイスもあり、こち
らで閲覧可能です。イスの座り心地もとても良い
ですよ。また、PCもそばにあるので、気になったこ
とをすぐに調べられます。
新着コーナーの資料は順次入れ替わりますので、
ぜひチェックしてみてくださいね。

保健科学研究院へは、守衛さんのいる玄関を
ご利用ください。ご来室の際には、左の経路
図を参考にどうぞ。なお、図書室スタッフの常
駐時間は平日9時から17時となっております
ので、ご注意ください。

公式Facebookページでは、ホームページと併せて図書
館の最新情報をお届けしています。ぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/hokudailibrary

表紙モデルの
申し込み・お問合せも

コチラ！

最新の情報は入ってすぐにキャッチ！

保健科学研究院図書室入口。スタッフの川村さん、中村さん

セミナーのスケジュールと予約の申し込みは、図書館ホームページをご覧ください。

北図書館西棟2Fセミナールーム

①12:15-12:45　②18:15-18:45
10月1日（月）～12日（金）

※各回別の内容です ※予約不要
場所

スタディスキル・セミナー

本館2Fリテラシールーム

16:30～18:00
11月1日（木）

※予約制
場所

国際機関情報の探し方セミナー
＜国連編＞

国際機関情報の探し方セミナー
＜OECD編＞

企業・業界情報調べ方セミナー
＜日経テレコン＞

本館2Fリテラシールーム

①14:45～16:15　②18:00～19:30
10月25日（木）

※各回別の内容です ※予約制
場所

①14:45～16:00　②16:30～17:45
11月8日（木）

※各回同じ内容です ※予約制
本館2Fリテラシールーム場所
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