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入館ゲートを抜けた左手には利用カウン

ターがあります。１階カウンターは図書の

貸出・返却手続きの他に、館内の施設の利

用申込や利用相談を行うところです。 
  

１階アメニティゾーンのソファの周辺に

は、飲み物の自動販売機も設置しています。 

① 企画展示 コーナー ② TOEIC 留学関連図書 コーナー ③ 新着図書 コーナー 

⑤ 学生選書 コーナー ④ シラバス掲載図書 コーナー 

⑦ Webブラウジング コーナー 

⑥ AV コーナー 

⑧⑨⑩ 自習室 

英語サブリーダー コーナー 図書館では、年に 4 回ほど企画展示を 

行っています。この春は、映画やドラマ 

の原作・原案となった小説を展示します。 

 

このコーナーには英語を勉強するため 

の教材を揃えています。図書館の中で 

も非常に利用頻度の高いコーナーです。 

新着図書の中でも、特に図書館からお薦 

めしたい図書を並べています。一定期間 

を過ぎると、OPAC 

表記上の配架場所へ 

並びます。 

 

CDやビデオ・DVDが視聴できるスペ 

ースです。図書館で所蔵しているもの 

だけでなく、持ち込み資料の視聴もで 

きます。 

※利用の際には 

１階カウンター 

で申込をして 

下さい 

シラバスに掲載さ 

れている教科書・ 

参考書を集めてい 

ます。 

 

年に一度開催される学生選書ツアーで学生が 

購入した本を配架しています。通常、図書館 

に置かれる本は教員や図書館が選書したもの 

ですが、ここに 

並ぶ本は全て学生 

の視点で選ばれて 

います。 

情報科学センターのパソコンを設置 

しています。課題やレポートの作成 

のほかに、本学が契約している電子 

ジャーナルやデータベースの閲覧、 

ダウンロードができます。オンデマ 

ンドプリントも可能です。 

1階には自習室を 3部屋設けています。利用予約は不要です。 

この 3 部屋のみ、飲み物の持ち込みに制限がありません。 

… 



 

  

1 階の東側には、図書資料のほかに雑誌を 

配架しています。雑誌の貸出も可能ですが、 

和洋雑書庫内の製本雑誌は貸出できません。 

1 階西側の文献複写機（コイン式コピー機） 

で必要な記事を複写して利用してください。 

 

保存書庫の資料はスタッフが出納します 

ので、利用の際には１階カウンターまで 

ご相談ください。 

① 1階 図書資料 ゾーン  ② 雑誌閲覧室 

③ 新聞 コーナー ④ 土居コレクション 

⑤ 和洋雑誌書庫 

雑誌のバックナンバーは製本した状態で保存 

しています。書庫に入って右手に和雑誌を、 

左手に洋雑誌を配架しています。 

 

※製本した雑誌の貸出はできません。 

 

 

新着雑誌の棚を開けると、中には 
バックナンバーが入っています。 

雑誌閲覧室には、新着雑誌のほかに 

新書（ブルーバックス・日経文庫 

有斐閣アルマ・有斐閣コンパクト）

があります。 

 

壁側の棚には本学関連の 

資料も配架しています。 

新書の棚の裏には軽読物コーナーがあ

ります。このコーナーには文芸書を中

心に、比較的読みやすい図書を配架し

ています。 

 

芸術分野を中心とした図書 

を多く取り揃えています。 

1 階の図書資料ゾーンには、総記/ 

言語/文学の内容を収録した図書を 

配架しています。 

 

 

※電動書架の操作ボタンは 

棚の側面にあります。 

 

過去 1 年分の新聞を保管し 

ています。貸出不可です。 

配架されてから 1ヶ月経った雑誌は貸

出ができます（貸出開始日は雑誌に貼

付しています）。 

… 



 

  

２階には、広い閲覧ゾーンと 

自然科学や工学を中心とした 

図書資料を配架しています。 

また、全分野の参考図書や、 

学内の組織が発行した資料を

まとめたコーナーもありま

す。 

 

閲覧ゾーンの奥には積層書庫

の入口があります。入室の際

には 1 階カウンターで鍵を受

け取ってください。 

⑥⑦⑧ グループ学習室 

⑤ 閲覧ゾーン 

③  
KIT スタンダード 

推薦図書 コーナー ④  工繊大関連図書 コーナー 

① 2階 図書資料ゾーン 
②  

参考図書  

本学教員関係著作物 
白書・年鑑 

2 階の図書資料ゾーンには、 

本学の課程・専攻に関わりの 

深い分野（数学/自然科学/ 

工学/芸術）の内容を収録した 

図書を配架しています。 

全分野の参考図書を並べて 

います。参考図書とは、事典 

辞書・ハンドブック類のこと 

を指します。※館外貸出不可 

図書館内で一番広い閲覧スペース 

です。書架にも近いため、利用に 

便利です。長机のほかに区切りの 

ある個人スペースもあります。 

各リテラシー担当教員から 

推薦された教科書や参考書 

を配架しています。 

本学の組織が過去に発行し 

た資料をまとめています。 

工繊大の昔を知りたいとき 

はこのコーナーの資料を利 

用してみてください。 

複数人で利用できる部屋です。 

相部屋ですので、譲り合って 

利用してください。 

利用予約は必要ありません。 
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④⑤⑥ 研修室 A・B・グループ研究室 ⑦⑧⑨ 研究個室 A・B・C 

3 階の図書資料ゾーンには、哲学/歴史/社会 

科学の内容を収録した図書を配架しています。 

経済や法律・社会学に 

ついて調べたいときは 

このゾーンの図書を利 

用してみて下さい。 

「人間指向型工学」とは人間の 

意識（心）に注目し、生活を豊か 

にするためのモノ 

や場所の開発・設 

計の研究を指して 

います。 

このコーナーには、通常の書架に 

収まらない大型の図書を配架して 

います。更に特大のものは横置き 

にしています。 

20 人から 40 人ほどが利用できる 

大部屋です。大人数での学習会や 

サークル、部活動のミーティング 

等にご利用ください。利用には 

1 階カウンターで予約が必要です。 

利用規約を守って使ってください。 

最大 10 人ほどが利用できる個室 

です。予約制ですので、１階カウ 

ンターで利用申込をしてください。 

当日の利用も可能です。利用規約 

を守って使ってください。 

※研究個室 A は事前予約できません。 

1 階の Webブラウジングコーナーと同じく、

情報科学センターのパソコンを設置していま

す。1 階とは違い、すべてのスペースに仕切

りがあります。 

附属図書館が所蔵する貴重図書・雑誌 

等を保管している部屋です。 

学部生の入室はできませんが、利用し 

たい資料があれば、スタッフが出納し 

ますので、１階カウンターまでお訊ね 

ください。 

３階の図書資料ゾーンには 

哲学/歴史/社会科学の図書 

資料のほか、全分野の大型 

図書を配架しています。 

 

研修室、グループ研究室、 

研究個室の利用には予約が 

必要です。1 階カウンター 

で申込をしてください。 

 

 

① 3階 図書資料ゾーン ②  人間指向型 

工学ライブラリー 
③ 大型図書・特大型図書 

⑩ Web ブラウジング ルーム ⑪ 貴重図書室 
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京都工芸繊維大学附属図書館 
〒606-8585  

京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 
 

Tel：075 (724) 7191   

E-mail：library@jim.kit.ac.jp 

HP：http://www.lib.kit.ac.jp/ 

   No.37 

 

 

京都工芸繊維大学 附属図書館 2013 年春季企画展示 

開催期間：4 月 5 日【金】－ 5 月 31 日【金】 

  場所：附属図書館 1 階アメニティゾーン 

2013 年最初の企画展示は、誰もが知っている

映画・TV ドラマの原作や原案となった小説を集

めてみました。今年公開予定の古典文学から、ち

ょっと懐かしい過去の名作まで数多く取り揃え

ています。映像で楽しむ世界とはまた違ったもの

が見えてくるかも・・・。活字ならではの作品の

世界をお楽しみください。 
 

 

また、英語サブリーダーコーナーや、２階図書

資料ゾーン（分類番号 778.5）には、映画の脚本・

シナリオ集も配架しています。英語の勉強も兼ね

たいという方はこちらのコーナーも、どうぞご利

用ください。 

 

http://www.lib.kit.ac.jp/

