
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学部生・大学院生の春休み長期貸出について 

※貸出冊数は通常通りです。 

 受付開始：2017 年 1 月 16 日（月） 返却期限：2017 年 4 月 12 日（水）  

★卒業予定者の返却期限は 2017 年 3 月 7 日（火）です。 

★科目等履修生・聴講生・通信教育部生・登録利用者・卒業生の貸出期限は通常どおり 2 週間です。 

http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/library/ 
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※開館日・開館時間は都合により急に変更する場合が

あります。随時図書館 HP をご確認ください。 

 

図書館カレンダー 2017年 1月～2017年 3月 

通常開館 ： 8：30～21：00 
 

 

休館・閉館中は図書館玄関脇の 

ブックポストに返却してください。 

 

（通信教育部スクーリング開館 

※マルチメディアルームは閉室） 

…休館日 

…9：00～17：00 

…9：30～17：30 

～1～ 

※1/13は 16：00で閉館 

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

2017年2月
月 火 水 木 金 土 日

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

2017年1月

※

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2017年3月

http://www.kobe-shinwa.ac.jp/facilities/library/


 
 

 
  

 

 

         新着図書の書架から                   レポート・論文はこうやって書く！ 

 
 

 

 

 

図書館資料案内 

 

 

 

 

購入希望制度のご案内 

読みたい本が図書館に無い時、本の購入希望ができます。 

ぜひカウンターにお申し込みください。 

※図書館で貸出できるまで時間がかかります。 

絶版の場合など、購入できないものもあります。 図 

私はネコが嫌いだ。
さく・え よこた だいすけ

Ｅ/206115年前 娘が子ネコを拾ってきた。
全身真っ黒で 縁起の悪い猫だ。

3年前から 急に老けこんできた。
通院費もバカにならん。

猫嫌いの男性と黒猫の物語。

 
私はネコが嫌いだ。   E/2061 

さく・え よこただいすけ 滋慶出版/つちや書店 

Ｍｕｓｈｒｏｏm

この本は、キノコの生態についてかかれています。

キノコには、いろんな効果があり猛毒になるもの
もあれば、癌などを治せるかもしれない効果がある
もの、そういう可能性についても書かれているので、

キノコに興味がある方や、キノコに興味がない方ま
で楽しんで、読めると思います！

ニコラス・マーナー:著
作小川 真：翻訳

 

キノコと人間 474.85/マネニ 

ニコラス・マネー著 菊池書館 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

私はネコが嫌いだ。 E/2061 

さく・え よこただいすけ 
 

キノコと人間  474.85/マネニ 

ニコラス・マネー/著 
 

 

 

図書館学生アルバイトさんが新着図書を可愛いポップで紹介してくれています。 

ぜひ参考にしてみて下さい。 

その「つぶやき」は犯罪です  007.3/ソノツ 

知らないとマズいネットの法律知識 神田芳明/著 

ゆず先生は忘れない 

白矢三恵/著 913.6/シラミ 

 

作文が苦手な新入生ヘタ夫を主人

公に、彼が論文を仕上げるまでを

辿りながら論文とはそもそも何か

という基本からアウトラインの作

り方や論証のやり方など、レポー

トや論文作成のコツを楽しく学ぶ

ことができます。巻末付録にある

論文に使ってしまいがちな「禁句

集」も必見です。 

 

『論文の教室：レポートから卒論まで（新版）』 

戸田山和久／著 NHK出版 816.5/トダカ 

 「予備作業」「リサーチ」「執筆・

仕上げ」の３ステップを基本とす

るステップ式リサーチという方

法が紹介されています。特に「リ

サーチ」では、膨大な情報の中か

ら必要な資料をカードに書き取

り整理する方法が紹介されてお

り、誰でも無理なく書き上げられ

る方法と思考プロセスを学ぶこ

とができます。 

 
『論文の書き方マニュアル：ステップ式リサーチ戦略の

すすめ（新版）』 花井等, 若松篤／著  816.5/ハナヒ 

 

論文の構成を体系的に学べる

第１部と、文章術を学べる第

２部で構成されています。各

テーマには課題や練習問題が

あり、それらを解きながら論

文・レポートを書く基本的な

力を身につけることができま

す。 

『この１冊できちんと書ける！論文・レポートの基本』

石黒圭／著 日本実業出版社 816.5/イシケ 

大学生のレポートの役割や事実

と意見の区別の仕方、主題の決め

方や材料の集め方などのレポー

ト作成の手順、文章の構成や書き

方などを、実際のレポートや報告

書などの豊富な具体例をもとに

解説しています。 

 

『レポートの組み立て方』 木下是雄／著  

筑摩書房 816.5/キノコ 

論文・・。どう書けばいいの？ 

そんな疑問に答えます！ 
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 作者の白矢さんは 

本学の卒業生です！ 
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図書館小噺（第２話）「アドラーの心理学」 

毎度図書館をご利用いただきありがとうございます。 

神戸市図書館の「予約の多い本」のページを見ていると、第 9 位（12 月 11 日現在）にアルフレッド・アドラーの『嫌わ

れる勇気』（岸見一郎、古賀史健著）が、また、第 40 位には『幸せになる勇気』（岸見一郎、古賀史健著）がランクイン

していました。心理学の古典といわれるアドラーの著作や解説本がなぜ見直されているのでしょうか？それは、仕事、友

情、愛情、結婚など人生のタスクにおける悩みが多い現代人に、問題解決の鍵を提示するものだからです。アドラー心理

学は、対人関係の悩みから脱却する鍵は自分にあり、「人は変われる」と定義します。まさに「生きることの科学」、「人生

の意味の心理学」なのです。「他の人から認められたい、ほめられたい。」と思っているあなた、「承認欲求の否定」（他者

にどう思われようと自分の価値は変わらないこと）から自己の変革が始まることをご存じでしたか？「本当は将来作家に

なりたいのに、親は違う進路を勧めてくる。」と困っているあなた、親の考え方に巻き込まれてはいませんか？自分の生き

る道を決めるのは自分自身の課題であり、自己の責任なのです。親の課題や責任ではありません。これを「課題の分離（自

分は変えられる。他者は変えられない。）」とアドラーは定義しました。みなさんも対人関係で悩んでいる時、アドラーの

心理学をひも解いてみませんか？ 

☆『嫌われる勇気』と『幸せになる勇気』は、本学図書館に所蔵しています。ぜひご利用ください。 

 

相互利用サービス～必要な文献を入手するために～ 

みなさんがレポートや論文を作成するため、図書館で必要な文献や図書資料を探しても、所蔵がない場合にはどうすれば

よいのでしょうか。図書館では他大学の図書館資料を利用できる相互利用協定を結んで、「閲覧」「貸借」「複写」を依頼で

きる「相互利用サービス」を提供しています。他大学との連絡や依頼は図書館が行いますので、カウンターにてお申し込

みください。※「貸借」「複写」は実費がかかりますので、よくご検討の上お申し込みください。 

１．閲覧  他大学図書館に紹介状を持って訪問し、特定の資料を見せてもらうサービス。 

      紹介状は訪問する大学の了解が出ないと発行できませんので、早めの申込がおすすめです。 

２．貸借  他大学図書館から希望の図書を郵送で貸出してもらうサービス。 

      往復送料が自己負担となります。借用した図書は本学図書館の外に持ち出せませんので、ご了承ください。 

３．複写  他大学図書館から資料の一部をコピーして郵送してもらうサービス。 

      届いたコピー資料はコピー代・送料を支払ってカウンターでお受け取りください。 

なお、申込をする前に、CiNii 等で正しい情報を確認し、図書館に本当に所蔵がないかを OPAC（蔵書検索）で再度検索し

てください。申込書は図書館 HP から入手できますので、事前に記入しておくこともできます。 

分からないことがありましたら、お気軽にカウンターへお尋ねください。 

 

イ ン フ ォ メ ― シ ョ ン 

雑誌製本のお知らせ 
雑誌の一部は１月中旬～３月上旬まで製本作業のため、利用ができなくなります。ご了承ください。３月中旬以降に順

次、登録して１階の製本雑誌書庫に配架しますので、ご利用ください。 
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TEL：078-591-3595  FAX：078-592-9517     

お問合せは library@kobe-shinwa.ac.jpまで  

library@kobe-shinwa.ac.jpまで 
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