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（ランデブー）

私のこの一冊
ただ今図書館では、特別展示「私のこの一冊」を開催中です（ 7 月中旬まで）。
以下にその一覧を掲載します（書名順・敬称略）ので、ぜひ、図書館 3 階で実物を手にとってご覧下さい。
ご協力いただいた教職員のみなさまに深謝申し上げます。
書名

著者名

「甘え」の構造
土居健郎／著
イバラードの旅
井上 直久／作
栄養士・管理栄養士のためのなぜ？どうして？シリーズ
医療情報科学研究所／編
絵のない絵本
Ｈ・Ｃ・アンデルセン／著
大阪ことば学
尾上 圭介／著
大掴源氏物語 まろ、ん？
小泉吉宏／著
置かれた場所で咲きなさい
渡辺 和子／著
会社が消えた日 －三洋電 機 10 万 人のそれから－
大西 康之／著
学生時代にやらなくてもいい２０のこと 朝井 リョウ／著
カリスマ体育教師の常勝教育
原田 隆史／著
古王国記
ガース・ニクス／著 原田 勝／訳
心のケア －阪神・淡路大震災から東北へ－
加藤 寛・最相 葉月／著
こすずめのぼうけん
ルース・エインスワース／作
瀬田 貞二／訳
堀内 誠一／絵
サイロ・エフェクト－高度専門化社会の罠－
ジリアン・テッド／著 土方 奈美／訳
坂の上の雲
司馬遼太郎／著
精霊の守り人
上橋 菜穂子／著
ゼロ
堀江 貴文／著
センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン／著 上遠 恵子／訳
誰とでも心を通わせることができ る 7 つ の法則
DaiGo／著
近松に親しむ その時代と人・作品
松平 進／著
電気の技術史
山崎 俊雄・木本 忠昭／著
統計学者としてのナイチンゲール
多尾 清子／著
札の辻 （『哀歌』に収録）
遠藤 周作／著
ふたりのねこ
ヒグチ ユウコ／著
仏果を得ず
三浦 しをん／著
保育の心もち
秋田喜代美／著
みをつくし料理帖シリーズ（ハルキ文庫） 高田 郁／著
みんな大好き！お店やさんごっこ
いしかわ まりこ／著
文盲（白水 U ブックス）
アゴタ・クリストフ／著
夢十夜
夏目漱石／著
ライラの冒険シリーズ
フィリップ・プルマン／著 大久保寛／訳
ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 荒木 香織著

推薦者（所属）
榎本
水田

匡晃（地域連携推進機構）
かや乃（近松研究所）

藤原 悠生（入試広報部）
桝井 かず美（図書館）
川上 恭子（児童教育学科）
乾 安代（図書館長）
伊藤 敦子（非常勤講師）
那須 幸洋（庶務課）
横山 侑香（図書館）
藤川 浩喜（総合健康学科）
下田 祐子（入試広報部）
白井 豊（非常勤講師）
影浦

紀子（児童教育学科）

村端 慶治（国際交流センター長）
山中 絵美（図書館）
吉永 尚（人間健康学部）
上野 恭裕（児童教育学科）
北島 孝通（非常勤講師）
林 理恵（幼児教育学科）

DaiGo メンタリズム

りんごかもしれない
若きウェルテルの悩み

ヨシタケ シンスケ／著
ゲーテ／著

南 侑佑（財務経理課）
乾 安代（近松研究所長）
難波 宏司（情報教育センター長）
竹上 未紗（非常勤講師）
丹 進（入試広報部）
原田 美鶴（入試広報部）
壷井 裕子（近松研究所）
北島 孝通（非常勤講師）
村中 千尋（図書館）
馬場 住子（幼児教育学科）
三田 三枝（図書館）
桝井 かず美（図書館）
領五 さおり（図書館）
江口 伸之（入試広報部）
村岡 正基（入試広報部）
小林 理恵子（図書館）
鷲見 三千代（幼児教育学科）

News & Topics
ＡＶブースコーナーが変わりました！
ブースコーナーにあった、カセットテープやＣＤを聴くために設置されて
いたリスニングブース（椅子）を撤去し、替わりにテーブルと椅子を置き
ました。それから、電灯もＬＥＤ電球に変えましたので、以前よりぐっと
明るくなりました。
閲覧室ほどではありませんが、学習スペースとしてご利用下さい。
ただし、図書館施設ですから、飲食やおしゃべりなどは厳禁ですよ！

ラーニングコモンズ「ワークショップエリア」の利用について
１階コミュニティホールが、ホワイトボード等を備えたラーニングコモンズ
の施設としてグループ学習に利用できるようになりました。特に、今までフィット
ネスルームだった部屋は「ワークショップエリア」となり、図書館２階事務室で
予約して利用できるようになりました。
ノートＰＣを貸し出しますので、スクリーンに映してプレゼンテーション
の練習をしたり、映像を見ながらディスカッションするなど、授業以外での
学習や課外活動などに利用してください。利用申請書は、ワークショップ
エリア入り口にもありますが、利用申請及び詳細は、図書館２階事務室へ
お越し下さい。

ホームページのリニューアルについて
昨年９月の図書館システムのバージョンアップに伴い、ホームページもリニューアルしました。
以前よりも見やすく使いやすくなりました（次ページ参照）
。
特に、
「マイライブラリー」を利用すれば、自分が借りた図書についての記録（返却期限なども）
、
予約した図書の確認、購入希望、相互利用についての図書館からの連絡など、自分専用の図書館とし
て利用することができます。

２０１５年度（報告）
・図書館・近松研究所探検ラリーの開催
・展示(大学生活応援図書の紹介・秋の展示・クリスマス展示やミニ展示等)
・館内お知らせ板設置、フロアマップの一部を見やすくリニューアル
・図書館管理システムのバージョンアップ
・「選書ツアー」

ミニ展示
「春のおすすめ絵本」(2016.3)

２０１６年度（予定）
・「私のこの一冊」展 開催(教職員によるおすすめ図書を展示)
その他季節やテーマに合わせた展示（含ミニ展示）
・「選書ツアー」年２回開催(例年の 6 月に加え、秋にも開催)
・1 階ラーニングコモンズの受付開始
・ワンポイントガイド（ミニ図書館ガイド）開催
・ポップ教室開催

「私のこの一冊」展(2016.5)

図書館ホームページ

リニューアル！

これからもさらに便利になるよう、随時更新していく予定です。

My Library
開館日や開館時間を確認

(利用者サービス)

できます。

へはここから！

My Library にログインす
ると、図書の返却期限をカ

-ログインしてできること

レンダー上でお知らせ。

・利用状況の確認

返却忘れを防げます。

・ブックマーク登録

（学生・教職員のみ）

・お気に入り検索
・ILL 依頼(複写・貸借)
・新規購入依頼

キーワードを入力しての

・予約

検索以外にも、レビューや

（学生・教職員のみ）

タグ検索が追加され、様々
な角度から資料を探せる

図書館からの最新ニュー

ようになりました！

スはここをチェックして
ください。
展示・イベント等の情報を

契約中のデータベース等

随時掲載していきますの

を、アクセスしやすいよう

でお見逃しなく！

にトップページに配置。

新着図書・視聴覚の情報はここから。

ほかの利用者のレビューが見られます。

表紙イメージが表示され、探しやすく

あなたもお気に入りの図書をおすすめして

なりました！

みませんか？

タイトルをクリックすれば貸出状況

レビューの投稿は「My Library」から！

が分かります。

（学生・教職員のみ)

MobileOPAC を使ってみよう！
◆できること
・貸出中の資料と返却期限の確認(学生・教職員のみ)
・開館カレンダーの確認
・蔵書検索
◆対応スマートフォン
◆対応ブラウザ
・iPhone/iPad(iOS)
・Firefox
・Android OS
・Chrome
・Safari
アクセスはこちらの QR コードから！

Library Data

（2015 年度 利用統計）
《貸出状況》
利用者区分
学

生

教 職 員
そ の 他
合

計

《受入状況》
資料区分
和 書
図
書

洋 書
合 計

逐次刊行物
視聴覚資料

近松研究所含む（ ）内 2014 年度

貸出冊数
13,117 冊
(11,599)
2,688 冊
(2,559)
6,380 冊
(6,114)
22,185 冊
(20,272)

文献複写
図書貸借

《AV ブースコーナー 視聴数》 3,027 件

閲

覧

合

計

5,879 人
(5,351)
1,067 人
(984)
2,877 人
(2,756)
9,823 人
(9,091)

近松研究所含む（ ）内 2014 年度

受 入 数

累

3,634 冊
(3,325)
2冊
(12)
3,636 冊
(3,337)
265 ﾀｲﾄﾙ
(299)
292 点
(230)

《相互協力利用状況》
利用区分

利用者数

受

（

付

計

253,368 冊
(249,913)
41,123 冊
(41,135)
294,491 冊
(291,048)
1,212 ﾀｲﾄﾙ
(1,208)
15,341 点
(15,123)
）内 2014 年度

依

389 件
(341)
31 件
(25)
6件
(4)
426 件
(370)

頼
319 件
(489)
4件
(1)
3件
(14)
326 件
(504)

《レファレンス（文献所在調査・利用指導など）
》 285 件

編集後記
昨年９月に図書館管理システムをバージョンアップしました。図書館ホームページ・蔵書検索な
ど、皆様がより使いやすくなるよう心がけてまいりましたがいかがでしょうか。まだまだ改善点は
たくさんあると思います。これからも図書館を便利に使っていただけるよう、努力をしたいと思っ
ておりますので、ご意見等ございましたら、お気軽に図書館までお寄せください。（桝井・小林）
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