
トピックス： 

◇ Twitter はじめました。 

◆ 11月 お持ち帰りフェアやります！乞うご期待！！ 

◇ 学生選書ツアーを開催しました。気になる本たちを紹介します！ 
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 試験的にではありますが、附属図書館は

Twitterを始めました。お知らせ、イベント情

報をはじめ、附属図書館の“今“をつぶや

いております・・どうぞごひいきに。  

図書館ニュース図書館ニュース  

  

  

 附属図書館の本を借りたまま

になっていませんか？ 

 返却期限を過ぎた本は速やか

に返却してください。 

開館時間： 月-金 9-21時 * 土 10-17時 * 日・祝日・10/1 休

なに読もう？ 

   ＠軽読物コーナー 
「ＧＯ」金城一紀(Kaneshiro 

Kazuki)著*「アンダーグラウ

ンド」村上春樹(Murakami 

Haruki)著*「一月物語」平野

啓一郎(Hirano Keiichiro)著*

「アップルをつくった男ウォ

ズ」ダグ・ゲール(Doug Garr)

著 etc.. 
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Ｔｗｉｔｔｅｒ はじめました 

                .. ＠KIT_Library 

学生選書ツアーで選ばれた本たち・裏面へ！  

 

# Twitterはじめました 

 
1 

# KITぷらっとお持ち帰

りフェア開催します 

1 

# なに読もう?@軽読物

コーナー 

1 

# 学生選書ツアーで選

ばれた本を紹介します 

2 

  
  
  

内   容 

 忘れてませんか？ 

本の返却！ 

 1F雑誌閲覧室内 軽読物コーナー 

※２１、２２日は松ヶ崎祭のため、9：00-17：00 

  「第４回 ＫＩＴぷらっとお持ち帰りフェア」 

  古書０円祭  

－専門書からマンガまでー 

 

 中古図書を無料で提供いたします。 

 思わぬ堀り出し物が見つかるかも！ 

 この機会に、みなさまふるってお立ち寄りください。 

 
  場所: プラザKIT（中央西門南側） 

  日時: 2011年11月15日（火）、16日（水） 

      10：00～16：00（両日とも） 

           

11月に「第４回KITぷらっとお持ち帰

りフェア」を開催いたします。 

図書の提供にご協力いただける

場合は図書館カウンターまで。 



  

   Apple社の創設者ジョブズ氏(1955-2011)

の言葉をふたつ。「定説-多くの人々の思考

の結果に基づいて生きること-にとらわれな

いように」「自分自身の興味と直感に従う勇

気を持って欲しい」。いろんな方法でいろん

な人達が発してきたメッセージでもありま

す。心に響いたら、行動あるのみです。 ** 

京都工芸繊維大学附属図書館 

   開館時間:平日9:00- 21:00   
                             土曜日10:00-17:00      日祝休館 

Tel.  075 (724) 7191 
E-mail  library@jim.kit.ac.jp 
HP   http://www.lib.kit.ac.jp/ 
(開館カレンダー、お知らせ、利用方法) 

OPAC   http://opac.lib.kit.ac.jp/ 
（蔵書検索、予約、利用状況確認) 

携帯サイト   http://osirabe.net/opac.kit/ 
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 平成２３年９月３０日(金) ジュンク堂書店京都BAL店にて学生選

書ツアーを行いました。 
 今回参加してくれたのは女性３名男性２名の計５名。ひとりひとり買い物か

ごを手に５階～８階の広い店内を、２時間かけて本を探しました。その一部

を紹介します！ 

Find new books 

to read! 

 学生選書ツアーに行ってきました！ 
 ～ 情報、電子、物質、高分子、造形各課程・専攻か

ら1名ずつ5名で選んでいただきました。ご参加いただ

いた皆さまありがとうございました！ ～ 

“お もしろレオロジー・どろどろぐにゃ
ぐにゃの物質の科学/増渕雄一著（技術評論社)”  
 

物質の流動と変形を扱う学問をレオロジーというそう

です。美味しいプリンもレオロジー分析によって生ま

れています。 

“世界 の木造建築 / ウィル・プライス著(グラフィック社)” 
 

イギリスの建築写真家である著者による

写真集。見ているだけで世界旅行をして

いるような気分になれます。どれもこれも

美しいです。 

“新 自由主義・その歴史的展開と現在 / デヴィッド・ハーヴェイ著
(作品社)”  

 

 「新自由主義とは何よりも、強力な私的所有権、自由市場、自

由貿易を特徴とする制度的枠組みの範囲内で個々人の企業活

動の自由とその能力とが無制約に発揮されることによって人類の

富と福利が最も増大する、と主張する政治経済的実践の理論で

ある。」(序文より) 今の格差社会で働いて生きてゆくために、臆

せず読みたいと思う一冊です。 

“少年 と素数の物語1,  2  / 
Paulo Ribenboim著” 
 

 1.素数はどのような性質をもっている

か。2.素数はどのくらいあるか。3.素数

はどのようにちらばっているか。4.素数は

どのようにして発見するか。5.素数であ

ることを、どのようにして判定するか。6.
素数を使って何をするか。２人の少年と

老数学者との対話がこの６つの質問の

答えへと導きます。 

.. at 1F  

学生選書コーナー 

“英語 で案内する京都・奈良 / 向井京子著日本(文芸社)” 
 

 何のお祭りでしょう？One of three most eccentric 
festivals in Kyoto. At 6 o'clock in the evening, a number of men who 
wear only loincloths hold up pine torches and parade around the town 
calling out in loud voices. （答えは右下） 

答え：鞍馬の火祭 The kurama fire festival      
(10月22日） 

 本棚に並ぶのは１０月下旬頃の予定。 


