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芝浦工業大学図書館ニュースレター

世界の図書館 ［タイ王国編］

留学お役立ち資料

【タイ王国】
人口：約 6,718 万人　
首都：バンコク　
言語：タイ語

1943年に創立した国立大学であり、タイにおける最初の農業大学であると同時に3
番目に古い大学です。 科学、芸術、社会学、人文学、教育学、工学、建築などの学
科があり、バーンケーンキャンパスをはじめ、国内に4つのキャンパスがあります。

カセサート大学の使い方についてはYoutubeに動画もあります。
（提供：カセサート図書館）
https://www.youtube.com/watch?v=l3Hx419OyoI

Q.タイで有名な図書館はありますか ?
A. タイで有名な図書館と言えば国立

図書館です。
大学図書館ではチュラロンコーン大学
に学術的な図書が多く、カセサート大
学図書館に一般の利用者も多いです。
図書館建築としては100年の歴史が
あるNeilson Hays が有名です。

『今すぐ話せる！
いちばんはじめの

タイ語会話』

『世界で活躍する
日本人エリートの

シンプル英語勉強法』

『タビトモ
   バンコク』

カセサート大学
Kasetsart University
https://www.ku.ac.th/

タイ国政府観光庁に行ってきました！ https://www.thailandtravel.or.jp/
職員の大森さんとタイ人留学生ノラパンさんにお話をうかがいました。

DATA タイ　  芝浦工業大学
留学生数（2018年度）

タイ→芝浦工業大学

芝浦工業大学→タイ

 短期 中期 長期 総計
 201 17 31 249

295名

Q. タイ人留学生は何を学びに来る人が多いですか ?
A. タイからの留学生は理系分野を学びに日本に来る人が多い

です。
 　（窓口にいたノラパンさんは文系で法律を学びに来日。タイ政府の
奨学金で来日しています。将来はタイの役所に勤めるとのこと。）

タイ政府の奨学金で来日する人も多いが、日本の文部科学省
の奨学金で来日する人の方が多いです。大使館の学生部がバ
イトの紹介など生活全般の面倒も見てくれます。

グローバルPBLで9/12-18まで
カセサート大学（稲積先生引率）に
行っていた田山康一さんと福薗真
也さん（土木工学科1年生）にお話をうかがいました。 田山康一さん

（土木工学科1年生）
田山康一さん

（土木工学科1年生）
福薗真也さん

（土木工学科1年生）
福薗真也さん

（土木工学科1年生）

行く前は農業国のイメージがありました
が、交通渋滞もしていましたし、大きな
ビル  なども町中に多く、実際にはかな
り工業化されていて近代的でした。外国の人と長時間話す時間が作れたのがよ

かったです。夕飯などもタイの学生と一緒で
した。ご飯は結構辛いものが
多かったのですが、おいしかっ
たですし、タイの人は外国人
にやさしいと思いました。
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Napat Sukanunさん
（電子情報システム学科4年生）

カセサート大学はとても広かったです。図書館を含め、キャン
パス内のすべての建物が大きくて立派でした。博物館の様な
建物もあったほか、コンビニや池、ホテルもあって日本の大学
とは雰囲気が違いました。

（田山）メインで行く予定だったチャン島
（Ko Chang）には災害（大雨）のため行け
ませんでした。日本では災害というと地震を
思い浮かべることが多いですが、タイでは洪
水被害が大きいです。日本では注目されてい
ないことが学べるので、行ってよかったです。

（福薗）英語力は低くても、表現
を工夫して現地の学生とコミュニ
ケーションをとりました。これから
行く人も、英語力は気にしないで
とりあえず海外に行って勉強して
みてください！

タイ人留学生のスッカナン ナパット（Napat Sukanun）さん（電子情報システム学科4年生：相場研究室）に
お話をうかがいました。

バンコクから1時間程度の距離にあるチョンブ
リー（Chonburi）出身です。
3か月間日本語を勉強してから来日しました。
芝浦工業大学に留学を決めたのは、日本語の
先生がすすめてくれたからです。電子情報シス
テム学科にしたのは、おもしろそうだからです。

Actuarial Science（保険数理科学）に興味が
あるので、進学する予定です。
タイのカセサート大学は行ったことがありません
が、チュラロンコーン大学の図書館は使ったこと
があります。とてもおしゃれで広くて大きいです。
工学部の図書館にベッドがあるのが有名です。
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Scombでは9月2日から10月14日まで、生協前や図書館
入口では10月1日から14日まで図書館満足度調査を実施
いたしました。ご協力いただきありがとうございました。調
査の結果は図書館HPに掲載されます。また今回は、初の
試みとなる卒業生対象のアンケートも実施中です。みなさ
んからの意見を参考によりよい図書館作りに努めて参ります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

eBook選書会でリクエストのあった97点を購入し、さらに
充実したラインナップとなりました。人気の｢ル・コルビュジ
エ｣｢建築設計資
料シリーズ｣｢就職
四季報｣のほか、
多数の紹介豆本を
全館に取りそろ
え、お役立ち情報
満載となっていま
す。

図書館に置きたい本を選ぶ「選書会」
や、「リクエスト（新規購入依頼）」で
選ばれた洋書の貸出が増えています。
「研究に必要な本をじっくり読める」
「eBookの洋書は返却の手間が無く、
とても便利！」と、活用している先輩
達から大変好評です。早いうちから
気になる洋書を読みたいという1～
2年生や、留学生もこれらのサービス
を利用しています。
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｢eBook 紹介コーナー｣を増設しました！
洋書のリクエストが増えています！

図書館満足度調査を実施しました！
Shi

baura Library

芝浦

Omiya Library
大宮

６月3日から9月21日まで大宮図書館で開催されていた展示
「これからの福祉のための工学」展示が、好評のうちに終了しま
した。「よく知らない分野だったが興味がわいた」などとコメント
をいただき、福祉や人間工学分野の本の貸出数も増えました。

展示期間中特に貸出数
の多かった本ベスト3
です！

展示でご紹介した本の貸出が増加中！
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人間工学とユニバーサルデザイン新潮流
 : 実践ヒューマンセンタードデザインの
　ものづくりマニュアル
誰のためのデザイン ? : 
認知科学者のデザイン原論
こんな夜更けにバナナかよ
愛しき実話

前期TOEIC　貸出ベスト5
学科別1人当たり貸出冊数 貸出冊数

（2019年4月1日～ 2019年8月31日）

（2019年4月1日～ 2019年8月31日）

1 公式TOEIC Listening & Reading 問題集4
［請求記号］830.79/E24/語学 貸出回数  119

公式TOEIC Listening & Reading 問題集3
［請求記号］830.79/E24/語学 貸出回数  72

TOEIC L&R test出る単特急金のフレーズ
［請求記号］830.79/Te31 貸出回数  65

公式TOEIC Listening & Readingトレーニング リーディング編
［請求記号］830.79/E24 貸出回数  44

TOEIC TEST英単語出るとこだけ!
［請求記号］830.79/Ko33/語学 貸出回数  41
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