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何が
出来る
の？

図書館で何しよう？ インターネットで検索すると情報が多すぎて何を信じてよいか困ることはありませ
んか？図書館のデータベースを利用すると確かな情報にたどりつく事が出来ます。

データベース検索

図書館では何ができるのでしょうか？
さっそく見てみましょう！

図書館で何しよう？
んか？図書館のデータベースを利用すると確かな情報にたどりつく事が出来ます。

２階のマルチメディアルームには、自由に使えるパソコンが３６台あります。

パソコンの利用

図書の場所、各種申込、検索パソコンの使い方や、レポート・論文に使う資料の

レファレンス

さっそく見てみましょう！ ２階のマルチメディアルームには、自由に使えるパソコンが３６台あります。
（満席などの場合、カウンターでもノートパソコンを貸出しています。）

図書の場所、各種申込、検索パソコンの使い方や、レポート・論文に使う資料の
探し方など、わからないことがあればお気軽にレファレンスカウンターへ

ご相談ください。

新 聞
館内での飲食はご遠慮ください

図書館からのお願い

日刊紙5誌、縮刷版、データベース、など様々な形で新聞記事を提供しています。
レポート作成、就職活動などにぜひ役立てて下さい。

読 書

館内での飲食はご遠慮ください
みなさんに快適な環境で利⽤していただくため、館内での
飲食はご遠慮いただいています。軽い飲食でしたら休憩室で
おとりいただけます。
食べ物の“におい”は思う以上に気になるもの・・・
ご協⼒をお願いします。勉強に疲れたら一休み。図書館では一般小説や写真集なども多く所蔵しています。

レポートや卒論に必要！といった本以外に｢読みたい！｣といった理由での希望も

希望図書
資料をスマートフォン等で撮影するのはご遠慮ください

ご協⼒をお願いします。

資料のコピーについては著作権法で様々な取り決めが
されており、スマートフォン等での写真撮影は禁止レポートや卒論に必要！といった本以外に｢読みたい！｣といった理由での希望も

歓迎しています。文庫など、図書館では購入できない本もあり、必ずしもご希望
に添えるわけではありませんが、あきらめず声を聞かせて下さい。

※申込用紙にご記入の上、カウンターへお持ちください。

相互利用(取り寄せ) おしゃべりはご遠慮ください

されており、スマートフォン等での写真撮影は禁止
されていることの一つです。
複写の際はカウンターに申込の上、図書館のコピー機を
ご利⽤ください。

本学図書館に希望する資料がない場合は、他の大学図書館
から図書の現物や複写物を取り寄せることができます。

※カウンターにてお申し込みください。またコピー代、送料などがかかります。

相互利用(取り寄せ)

読書レビュー

おしゃべりはご遠慮ください

⼤きな声での会話はご遠慮ください。他の利⽤者の迷惑にならないよう、
必要に応じて休憩室をご利⽤ください。

みんなが気持ちよく利用できるよう
ご協力をお願いします！

図書館ではおすすめの図書にポップをつけて紹介しています。
私も紹介したい本があるという方はぜひ読書レビューを書いてみませんか？

読書レビュー ご協力をお願いします！
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イ

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書
慣れて
貸出完了です。また、
す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声
 

 

図書館小噺

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
大学では、⾼校時代とは異なり、「⾃ら学ぶ」
の⾔葉は、
大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのために
ださい。とはいえ、これまで
ます。皆さん
中へ足を踏み入れてみてください。そこにはあなたがはじめて触れる
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」
は要りません。
「幼児教育に関すること」という一つのキーワードを持ってさえいれば、
気付きのとおり、あなたはこの記事を読むだけで、
いう知⾒を得ることができました。今後も

イ ン フ 

新入生のみなさんへ

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書
慣れてください。まず基本である図書
貸出完了です。また、
す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声
 

絵本
 

図書館に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。

より⾒やすくなった絵本コーナーをぜひご利⽤ください。

編集・発行

 神戸親和女子大学附属図書館ニュース

図書館小噺（第

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
大学では、⾼校時代とは異なり、「⾃ら学ぶ」

は、「学びの中に遊びがあり、遊びの中に学びがある
大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのために
ださい。とはいえ、これまで
ます。皆さんもそうなのではありませんか？
中へ足を踏み入れてみてください。そこにはあなたがはじめて触れる
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」
は要りません。図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
「幼児教育に関すること」という一つのキーワードを持ってさえいれば、
気付きのとおり、あなたはこの記事を読むだけで、
いう知⾒を得ることができました。今後も
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のみなさんへ

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書

ください。まず基本である図書
貸出完了です。また、「基礎演習」という必修科目の中で、
す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声

絵本コーナーの
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。

より⾒やすくなった絵本コーナーをぜひご利⽤ください。

編集・発行 神戸親和女子大学附属図書館
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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
大学では、⾼校時代とは異なり、「⾃ら学ぶ」

「学びの中に遊びがあり、遊びの中に学びがある
大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのために
ださい。とはいえ、これまでに図書館

なのではありませんか？
中へ足を踏み入れてみてください。そこにはあなたがはじめて触れる
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
「幼児教育に関すること」という一つのキーワードを持ってさえいれば、
気付きのとおり、あなたはこの記事を読むだけで、
いう知⾒を得ることができました。今後も
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のみなさんへ 

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書

ください。まず基本である図書の貸出
「基礎演習」という必修科目の中で、

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声

コーナーの
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。

より⾒やすくなった絵本コーナーをぜひご利⽤ください。

神戸親和女子大学附属図書館
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）「知見を

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 
大学では、⾼校時代とは異なり、「⾃ら学ぶ」こと

「学びの中に遊びがあり、遊びの中に学びがある
大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのために

図書館を使ったことの
なのではありませんか？図書館に来たら、

中へ足を踏み入れてみてください。そこにはあなたがはじめて触れる
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
「幼児教育に関すること」という一つのキーワードを持ってさえいれば、
気付きのとおり、あなたはこの記事を読むだけで、
いう知⾒を得ることができました。今後も⽇常的に

ン 

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書

の貸出には学生証が必要です。カウンターに学生証と図書
「基礎演習」という必修科目の中で、

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声

コーナーの並
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。

より⾒やすくなった絵本コーナーをぜひご利⽤ください。

神戸親和女子大学附属図書館

神戸親和女子大学附属図書館ニュース  
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を広げるために

 
ことが大切になります。昔から「よく学び、よく遊べ」と⾔われますが、こ

「学びの中に遊びがあり、遊びの中に学びがある。どちらも大切だ。
大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのために

を使ったことのない人にとっては、図書館は何ともとっつきにくい場所だろうと思い
図書館に来たら、マルチメディア室や閲覧室だけでなく、

中へ足を踏み入れてみてください。そこにはあなたがはじめて触れる
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
「幼児教育に関すること」という一つのキーワードを持ってさえいれば、
気付きのとおり、あなたはこの記事を読むだけで、「図書館の本の並べ方には⽇本⼗進分類法が使われている

に図書館を活⽤して、あなたの知⾒を広げてください。

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書

には学生証が必要です。カウンターに学生証と図書
「基礎演習」という必修科目の中で、図書館を案内する図書館ツアー

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声

並べ方
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。

より⾒やすくなった絵本コーナーをぜひご利⽤ください。

神戸親和女子大学附属図書館 〒651-1111

TEL
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げるために」

が大切になります。昔から「よく学び、よく遊べ」と⾔われますが、こ
。どちらも大切だ。

大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのために

ない人にとっては、図書館は何ともとっつきにくい場所だろうと思い
マルチメディア室や閲覧室だけでなく、

中へ足を踏み入れてみてください。そこにはあなたがはじめて触れる「広くて深い本の世界」があります。「でも、こんな
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
「幼児教育に関すること」という一つのキーワードを持ってさえいれば、図書館で

図書館の本の並べ方には⽇本⼗進分類法が使われている
図書館を活⽤して、あなたの知⾒を広げてください。

キャンパス一番奥の赤レンガ造りの建物が図書館です。この図書館は1977年に開館しました。
が皆さんをお待ちしています。大学での学習・研究のためには図書館資料の活⽤が必須

には学生証が必要です。カウンターに学生証と図書
図書館を案内する図書館ツアー

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
館を利⽤する時に、困ったことがあれば、ご遠慮なくいつでもカウンターに声をかけてください

方が変
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。

より⾒やすくなった絵本コーナーをぜひご利⽤ください。 
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」 

が大切になります。昔から「よく学び、よく遊べ」と⾔われますが、こ
。どちらも大切だ。」と解釈

大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、
より幅の広い知⾒を⾝につけるために努⼒することが必要になります。そのためにもぜひ大学図書館に足を運んでく

ない人にとっては、図書館は何ともとっつきにくい場所だろうと思い
マルチメディア室や閲覧室だけでなく、

広くて深い本の世界」があります。「でも、こんな
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
図書館で必要な本が探せるのです。

図書館の本の並べ方には⽇本⼗進分類法が使われている
図書館を活⽤して、あなたの知⾒を広げてください。

年に開館しました。
資料の活⽤が必須

には学生証が必要です。カウンターに学生証と図書
図書館を案内する図書館ツアー

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
かけてくださいね

変わりました
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。
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が大切になります。昔から「よく学び、よく遊べ」と⾔われますが、こ
」と解釈できるのではないでしょうか。

大学においては、これまでの「教えてもらう姿勢」から「⾃ら学ぶ姿勢」への転換、すなわち、⾃らが、情報を蒐集し、
ぜひ大学図書館に足を運んでく

ない人にとっては、図書館は何ともとっつきにくい場所だろうと思い
マルチメディア室や閲覧室だけでなく、思い切って書庫の

広くて深い本の世界」があります。「でも、こんな
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば
必要な本が探せるのです。

図書館の本の並べ方には⽇本⼗進分類法が使われている
図書館を活⽤して、あなたの知⾒を広げてください。

年に開館しました。約25万冊の図書
資料の活⽤が必須。１⽇でも早く図書

には学生証が必要です。カウンターに学生証と図書を提示してください
図書館を案内する図書館ツアーを 5 月下旬頃

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書
ね。 

わりました
に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。
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が大切になります。昔から「よく学び、よく遊べ」と⾔われますが、こ
ではないでしょうか。

⾃らが、情報を蒐集し、
ぜひ大学図書館に足を運んでく

ない人にとっては、図書館は何ともとっつきにくい場所だろうと思い
思い切って書庫の

広くて深い本の世界」があります。「でも、こんな
に多くの本の中から必要な本を探すのは大変だ。」、「本が多すぎて何を読んだらいいのかわからない。」でも、心配

図書館の本は⽇本⼗進分類法を使って整理され、分野ごとに並べられています。例えば、あなたが、
必要な本が探せるのです。すでにお

図書館の本の並べ方には⽇本⼗進分類法が使われている。」
図書館を活⽤して、あなたの知⾒を広げてください。 

万冊の図書館
１⽇でも早く図書館の利⽤に

を提示してください、
月下旬頃に予定していま

す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書

わりました 

に入ると正面に絵本コーナーがあります。これまでは絵本タイトルの五十音順に並べてい

ましたが、同じ著者やシリーズが探しやすくなるよう、著者名の五十音順に並べかえをしました。 
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が大切になります。昔から「よく学び、よく遊べ」と⾔われますが、こ
ではないでしょうか。

⾃らが、情報を蒐集し、
ぜひ大学図書館に足を運んでく

ない人にとっては、図書館は何ともとっつきにくい場所だろうと思い
思い切って書庫の

広くて深い本の世界」があります。「でも、こんな
でも、心配
、あなたが、

すでにお
。」と

館資料
の利⽤に
、これで

予定していま
す。「図書の探し方がわからない。」、「授業でレポートの課題が出たけれども、どう調べたらよいのかわからない。」など、図書

 


