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◆夏期長期貸出図書の返却期日

返 却 期 日 ：

10 月 3 日（金）

※延滞すると、その日数分、貸出停止のﾍﾟﾅﾙﾃｨｰがつきます。返却忘れのないように！！

◆秋学期(後期)図書館情報利用講習会(ゼミ対象)のご案内
卒業論文・レポートを書くための論文・図書の探し方を実習も含め解説します。
実施期間 11 月 28 日（金）まで ※希望日の 1 週間前までにお申し込み下さい。申込は先着順となります。
詳細等についてのお問い合わせ先 ・・・大学教員は大学図書館カウンター(平日 9:00-17:00)
・・・短大教員は短大図書館カウンター(平日 9:00-17:00)
実施内容
・情報検索方法の紹介・文献検索ツールの紹介
・実習（雑誌論文検索：CiNii・EBSCOhost、新聞記事検索：聞蔵Ⅱ）
・本学で所蔵していない文献の入手方法・オンライン相互利用申込（WEB-ILL）について等

◆2014 年度 第 2 回学生選書ツアーの参加者を募集します♬

いつも講義やサークル等で参加
できなかった皆さんも注目

あなたの選んだ本が図書館に並ぶチャンス！
今年度 2 回目の“学生選書ツアーを”学祭準備日の日中に行います。
京都市内にある本屋さんに図書館に置く本を選びに行きませんか？
自分が読みたい本、友だちに薦めたい本など直接手に取ってじっくり選ぶことが出来ます！！
利用者の代表として奮ってご参加下さい。
日時： 10 月 31 日（金） 午後 1 時～4 時（随時集合） ※所要時間 1～２時間程度
場所： ジュンク堂書店京都店（最寄り駅：阪急河原町又は烏丸及び市営地下鉄四条）
京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町 20-1 ※現地で集合・解散です。
申込先：大学図書館カウンター（大学生・大学院生）及び短大図書館カウンター（短大生）
応募締切：定員になり次第終了（大院･短それぞれ 10 名程度）☆個人･グループ問わず参加 OK!
◆卒論応援企画

10 月中旬(予定)

丸善ショップで参考文献をピックアップしよう!

◆【学部 4 回生･短大 2 回生･大学院修了回生対象】
10/6～貸出期間の延長が 2 回出来るようになります!

大学図書館と恵光館 2F 丸善キャンパスショップとの

卒業･修了に向けての論文やレポート課題への取り組みに

タイアップ企画です。本年度大学 4 回生の卒論テーマ

活用して下さい。WEB サービスでも延長出来ます。ただし、

に即した本がズラリと並びます。この機会に足を運ん

予約がある場合や返却が遅れている資料、貸出停止期間中

でみませんか？追い込みをかけていくチャンスです。
学内に所蔵していない本は、図書館で購入します!!

は手続出来ません。※読み終えた本は期限内に
返却しましょう。他の利用者も必要としています。

◆短大図書館(S 館) 施設実習のコーナー
施設実習のコーナーを短大図書館（Ｓ館）閲覧室に設けています。これから実習に行く人は、
資料に目を通して、十分な備えのもと実習に臨みましょう。実習の終わった人は、資料を基に
実習で学んだことを見直してみませんか？お礼状に関する資料もあります。是非活用して下さい。

◆大学図書館（F 館）2013 年度 図書貸出ランキング(文庫･新書/読み物･ブラウジング/文教 100)
順位

タイトル

編集者

貸出回数

文庫・新書
1 昔話の深層 : ユング心理学とグリム童話
2 ホフマン短篇集
生き方の不平等 : お互いさまの社会に向けて
3
女性の品格 : 装いから生き方まで
ディズニーランドという聖地
パラレルワールド・ラブストーリー
有頂天家族
4
大災害の経済学
子どもが壊れる家
生きづらい「私」たち : 心に穴があいている
自己愛人間
読むだけですっきりわかる政治と経済
栞子さんと奇妙な客人たち
世迷いごと
「いい文章」ってなんだ? : 入試作文・小論文の歴史
5
1分間をムダにしない技術
あなたの中の異常心理
独立国家のつくりかた
いじめの構造 : なぜ人が怪物になるのか
化粧せずには生きられない人間の歴史

河合隼雄 [著]
[ホフマン著] ; 池内紀編訳
白波瀬佐和子著
坂東眞理子著
能登路雅子著
東野圭吾 [著]
森見登美彦 [著]
林敏彦 [著]
草薙厚子 [著]
香山リカ著
小此木啓吾著
後藤武士 [著]
三上延 [著]
マツコ・デラックス [著]
石川巧 [著]
和田秀樹著
岡田尊司 [著]
坂口恭平 [著]
内藤朝雄著
石田かおり著
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読み物・ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞ
1 SPI2の完璧対策 : 文系学生に日本一分かりやすい解法・解説
SET著 ; 日経ナビ&就職ガイド編集部編
2 母性
湊かなえ [著]
わかる!!わかる!!わかる!!面接&エントリーシート : 面接官はその一言を待って
新星出版社編集部編
いた
伝わる!文章力が身につく本
小笠原信之 [著]
3 社会人大学人見知り学部 : 卒業見込
若林正恭 [著]
舟を編む
三浦しをん [著]
桐島、部活やめるってよ
朝井リョウ著
植物図鑑
有川浩著
精神保健福祉士国家試験・専門問題 : 虫喰い問題による実力度チェック
精神保健福祉士国家試験研究会編
最新最強のSPIクリア問題集 : これ一冊でSPI完全突破!
成美堂出版編集部編
エヴァンゲリオン極限心理分析
速水栄, サーフライダー21 [編著]
4 聖なる怠け者の冒険
森見登美彦 [著]
旅猫リポート
有川浩 [著]
サファイア
湊かなえ [著]
クジラの彼
有川浩著
サクッとうかる日商簿記3級厳選過去問ナビ
福島三千代 [著]
心理系大学院入試頻出英単語
中央ゼミナールステップアップサポート部心理系スタッフ著
10日で合格(うか)るぞ!日商簿記3級光速マスターテキスト
東京リーガルマインドLEC総合研究所日商簿記試験部著
まるおぼえ心理学一問一答 : 臨床心理士・指定大学院対策
進研アカデミーグラデュエート大学部編
超速マスター!SPI無敵の解法パターン
伊藤誠彦著
就活エントリー : steps to success
斎藤幸江監修
Facebookで起こる人脈構築革命
野本響子 [著]
5
早大院生と考えた文章がうまくなる13の秘訣
近藤勝重 [著]
まわりの人と「うまく付き合えない」と感じたら読む本
心屋仁之助 [著]
その後のツレがうつになりまして。
細川貂々著
化物語
西尾維新 [著]
聖女の救済
東野圭吾著
空想科学読本
柳田理科雄著
魔法少女まどか☆マギカ : 公式ガイドブック : you are not alone.
Magica Quartet原作 ; まんがタイムきらら編
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文教100
1 ユング心理学入門
2 夜と霧
3 「甘え」の構造
ライ麦畑でつかまえて
4
影の現象学
5 イン・ザ・プール
6 沈黙の春
7 ムーミンの哲学

河合隼雄著
ヴィクトール・E・フランクル [著] ; 池田香代子訳
土居健郎著
J.D.サリンジャー [著] ; 野崎孝訳
河合隼雄[著]
奥田英朗著
レイチェル・カーソン [著] ; 青樹簗一訳
瀬戸一夫 [著]
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～短大絵本ランキングは次号に掲載します。お楽しみに♪～

