
2020年度新入生のみなさん、やっとお会いできましたね！入学おめでとう。

この「いちだい知のトライスロン」は、1年前期の三学部合同基礎演習で取り組むスタート
アップコース以外は、皆さんが在学中の全期間を通して自由に、読書、映画、美術展鑑賞を
行うものです。

現在は緊急事態のため図書館、映画館、美術館とも休館しており、新入生のみなさんへの
紹介の仕方に悩みましたが、ここではなるべく通常の状態を前提に紹介させていただくことに
いたしました。

※気になる1年前期での三学部合同基礎演習での取組課題等は、
担当の先生の指示に従ってください。三学部合同基礎演習での知トラ説明は別途、
webclassの方に用意します。

５月６日 附属図書館
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トライアスロンといえば、普通、マラソン、自転車、水泳！ですが、

この知のトライアスロンは、読書、映画、美術展鑑賞の３種目です。

２



１ いちだい知のトライアスロンとは
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学生の「知る、考える、伝える」スキルを育てることを目標とする読書、映画・美術鑑賞奨励事業

究極目標は、120
作品への取組み

この事業は、みなさんが読書・映画・美術鑑賞に取り組み、授業で「講義レポート」、授業外で自由に「推薦コメント」を書き、
専用Webサイトに投稿して1点とするシンプルな仕組みです。トライアスロンのゴールは120点の走破。いきなり120は遠いた
め、スタートアップ、ハーフマラソン、マラソンと、投稿するうち自然にステージが上がっていく３段階のコースを設けています。 3



２ 各コースの概要

（「講義レポート」は、Web上の投稿ですが、
本人と送られた先生にしか見れません。安心し
て書いてください。併せてメールも双方に飛びます。）

■対象 三学部合同基礎演習受講者（全1年生必修です。）

■取り組み内容
前期の期間中（4月～7月）に教員の指示する作品
（図書2点、映画1点、美術展覧会1点以上）に取組み、
知トラWebへ講義レポートを提出する。

※2020年は、美術館が休館し難しいため、映画、図書で振替も可。詳しくは
各担当の先生の指示に従ってください。期間も５月～８月位の予定。

スタートアップコース

4

みなさんは、
まずこのコース
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ハーフマラソンコース（各種）

■ 主に1年後期から在学中全期間

■取り組み内容
自由に自分のペースで、
読みたい、見たい作品を自由に鑑賞し、
知トラＷｅｂに、「推薦コメント」として投稿する。

担当教員に送るのでなく、広くＷｅｂ上に公開し、みんなにおススメし合う形。

【取組作品数】

図書ハーフマラソン 30点でゴール （6）

映画ハーフマラソン 20点でゴール （4）

美術展ハーフマラソン 10点でゴール （2）

※ （ ）の数は教職員推薦作品に取り組む内数
5

次のステージ！
授業外で在学中、
自由に取り組む！

教職員推薦



ハーフの次は、マラソンコース（各種）

■取組内容
ハーフマラソンが完了すると、点数を引き継ぎマラソン後半に入ります。

読書マラソン、映画マラソン、美術展マラソン、…
３種目全てのマラソンが完了した時が、トライアスロンのゴールです！

トライアスロン達成者は「知の鉄人」の称号を得て、表彰されます。
※ 作品の選択は自由。ただし、２割は知トラWebサイトの「推薦作品データベース」の

教職員推薦 印があるものから選択するのが条件です。

【取組点数】

読書マラソン…６０点(12) 映画マラソン…４０点(8)

美術マラソン…２０点(4)

トライアスロン…３種目全てのマラソンの合計、１２０点（24） 6

最終到達点！
教職員推薦



これまでの10年間で、11名の先輩がトライアスロンコースを
走破し、知の鉄人を達成しています。

7

初代知の鉄人は卒
業式で学長から表

彰も。

トライアスロン、
２周目も行っちゃうかもよ！な

1点、1点クオリティの高い、コメント大賞の
常連さんでした。袴姿も知的で素敵した。

最新の
11人目の鉄人は

卒業直前にゴー
ル！（2020年3月）

因みに、中にはトライアスロンを２周した猛者な方も。
マイペースが皆さんの基本のようです。

初代鉄人

11代目鉄人
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前回のコメント大賞表彰式 2019.4.23
キラリと輝く渾身の
コメントで、コメント
大賞を狙う手も。

先生との距離が近
いのもこの事業の

特徴です。

年度末に推薦コメントを全件抽出し委員の先生方で審査し、優秀なコメントの表彰もしています。



幅広い意味で、知性、教養のベースとなるようなもの、

基本的には自由！！ですが、
次のものなど、参考にしてください。

３ 対象作品

三合ゼミなどで「自由選択」とされた場合や、授業外での場合

9

何を読むか
迷ったとき



教員推薦 教員推薦図書には背に赤いトライ のシールと
推薦文が付いています。
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１階、知のトライアスロンコーナーです。

読みやすい
本 ＤＶＤ

緑シールは家への
貸出も可

教員推薦
図書も

トライ

図書

①図書館1階知のトライアスロンコーナーで現物から探す。☆外の中庭からでも直接学生証をかざして入れますね。
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とはいえ、2020年5/7現在ここ附属図書館も休館しております。。
お家で閲覧できる電子書籍を紹介していますので、この機会にご活用ください。



2020年度、広島市内の美術館で開催予定の特別展
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美術展

広島県立美術館、ひろしま美術館は、キャンパスメンバーズに加入
してますので、学生証の提示で無料で観覧できます。

（5月7日現在、休館中
の案内となりますが、
ご了承を！）

広島県立美術館と、
ひろしま美術館は、
キャンパスメンバーズ
になっていますので、
学生証の提示で無料
で観覧できます。
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美術展

芸術資料館での、講座＆作品鑑賞
企画展 １００の椅子の展覧会
講師「座るかたち」芸術学部 吉田幸弘先生

一番お勧め美術館は
徒歩0分の本学の芸術
資料館。芸術学部棟の
５階です。企画展と講
座を併せた企画もやっ
ています。

昼休みにぜひ。

2020年5/7現在は
休館しています。
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映画
語学センターでの授業と連動した映画会

（年２回）

語学センターには豊富な外国映画DVDも
揃っており、個人ブースで観ることもできます。
外国語の習得も兼ねてオススメ！



出張講座とは

市内の美術館や映画館を会場に、

本学教員による講演と作品鑑賞を合わせた

事業。☆解説付きで無料。コメントも書きやすいです。☆

先生の講義が付くので
わかりやすい！
しかも無料。

例年６月頃、「出張講座＠八丁座」を開催してい

ますが、新型コロナの関係で中止になりました。

６月１３日（土）9：30-
演題：「美術品として受継がれる刀剣」

講師：芸術学部 南昌伸 先生（芸術学部教授 金属造形）

配給時期未定で
中止になりました！
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2020.  6/13 (土)午前　9時半〜12時頃  　



会場　

八丁座　（福屋八丁堀本店８階）

今回の「いちだい知のトライアスロン」の出張講座と映画上映会は、一般の映画館八丁座を会場に、５月２２日封切りの最新作を鑑賞します。

入場無料！　南先生のミニ講座付きです。

出張講座

＠八丁座

いちだい知のトライアスロン









 映画上映会

　  講 演　

&

参加無料　(学内者限定)　



(中区胡町６－２６　　ＴＥＬ082-546-1158）

問合せ :広島市立大学附属図書館

　

　　　　TEL 082-830-1508　FAX 082-830-1659

　

　　　　　E-mail：hcu-tri@m.hiroshima-cu.ac.jp　　







『燃えよ剣』



　司馬遼太郎/原作　　原田眞人/監督

　キャスト：土方歳三(岡田准一)、近藤勇(鈴木亮平)、

　　　　　　　沖田総司(山田涼介)、お雪(柴咲コウ)　ほか



「新選組」土方歳三の知られざる真実を描く、

　　　　　歴史スペクタクル超大作！





講師：南　昌伸　教授　(芸術学部　金属造形)

演題　 「美術品として受継がれる刀剣」


　    定員あり（学内者限定） 

        要事前申込／先着順　　 

参加を希望される方は、図書館カウンターまたは、Eメールで下記に、お申し込みください。

E-mail：hcu-tri@m.hiroshima-cu.ac.jp　
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出張講座@ひろしま美術館
芸術学部 釣谷幸輝先生
「版の技法 あれコレ」

教職員も一緒に楽しむ、出張講座

少年のように無心に
版画を作る若林学長。

（専門：情報工学、論理
設計、組合せ最適化）

出張講座とは

これは、ひろしま美術館で開催された版画展に合せ、芸術学部の釣谷先生に「版の技法 あれコレ」と題して、出張講座をして
いただいたときの写真です。先生がたくさんの版画の道具を用意され、各自色々な珍しい版画道具に挑戦しました。



君も頂点を目指せ!!

まずは三学部合同基礎演習で、
スタートアップコースに入門

あせらず美術ハーフマラソン
もいつのまにか達成

良い美術展が来た！
学生証で美術館へ！

英語多読図書に挑戦してみよう

在学中マイペースで。好きなものからで
ＯＫ。但し教職員推薦作品も規定数は
取り組むこと。

知トラコーナーでお気に入り探し！！

美術マラソンも完走
（３つのマラソンが全て完了）

知のトライアスロンWebサイトに自分のID,PWでログインすると、あなたの達成状況が出ま
す。まずはハーフマラソンを達成したら図書館へ申し出てくださいね。

おもしろいＤＶＤないかな？？

好きなジャンルからやっている
うち、映画ハーフマラソン達成

4

2
0

60

20

60

30

合計120

図書60点・映画40点・美術展20
点 合計120の走破！
うち、図書12点、映画8点、美術展４点は、
「知のトライアスロンデータベース」の教
職員推薦作品から選ぶこと。

120鉄人

映画マラソン完走
(マラソン２つ目完了）

1
0

自分のペースで取り組
んでいるうちに、図書
ハーフマラソンも達成

読書マラソン完走
（マラソンが１つ完了）

40

★３つのマラソンが完了したその時が、トライアスロンのゴール！★

Ｈ30.4～
新ルール

推薦作品ＤＢのこのマークに注目

教職員
推薦

最近「いい
ね」がよく付
く

教職員推薦にリプ
ライしたら返事が

とにかく、在学中、自分のペースで
楽しんでやりましょう。
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附属図書館 担当：出原、稲角、
吉岡、倉本、原田、松下

TEL：082-830-1508
E-mail：hcu-tri@m.hiroshima-cu.ac.jp
ウェブサイト：http://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/

ウェブサイトで分からないことがあれば、
図書館担当者まで！

●問い合わせ先

とにかく大学全体で
応援します！

まずは三学部合同
基礎演習で講義レ
ポートを提出（投稿）！

以上で知トラ事業全体の説明を終わります。あと４枚でWebシステム紹介を。
18
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知トラWebサイトへの入り口
（2種類あります）

19

附属図書館ウェブサイトから、知トラのバナーをクリック

トップページの左下、「知のトライアスロン」の青いバナーをクリックして入る方法
大学の公式ウェブサイトから トップページをぐっと下

にスクロールすると、知のトライアスロンのバナーがあります。

19
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①

➁

①ログインして

➁お知らせ・報告
をクリックした画面

操作説明書と、
提出・投稿動画が

あります。

1枚でわかる提出・
投稿方法自宅で観れる電子書籍にも

注目だ！

便利なグッズのありかを紹介します。
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推薦データベース
詳細画面。

あなたもこの本に皆が読
めるコメントを

書きたい時は、ここをク
リック

推薦教員にだけ、
コメントしたい時

（２者以外非公開、
学生は匿名）

押すだけ。（気軽！）

推薦作品データベースの、最終の詳細画面は、こんな感じです。

これは、先代の青木学長推薦 「こんな夜更けにバナナかよ」です。リプライで書かれた先生本人に
感想を送ることや、単純にイイネを押すこともできます。
※ また、面白そうな本だと思ったら、青字のタイトルをクリックしてみてください。うちの図書館に所蔵

があれば、配架場所までリンクが張ってあります。
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講義レポートとは 1年前期の三学部合同基礎演習で使用 つまり授業 本人と送信先教員以外非公開
念のため双方にメールでも届く 1年前期で単位がとれて終了 4点以上
書きぶりも授業的に。2000文字まで入る。

推薦コメントとは 全学通して自由に自分のペースで 授業外 世界中に発信
友人先生、Ｗｅｂ上のみんなに公開（学生は匿名、教職員は記名式） 最終は120点まで
あまりに長いと読んでもらいにくいことも？ 人を引き込むコメント力が。 みんなに見て欲しいとき。

※ 知トラのカウントはどちらでも入るので心配はありません。

＜唐突ですが、最後の念押しポイントです。＞

スライドはこれで終わりです。お疲れ様でした。
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