
特集    

 
9 月 September 10 月 October 

■ 9 : 00 - 21 : 00    ■  9 : 00 - 17 : 00     

■ 10 : 00 - 17 : 00    ■ 休館 



 
 

山に登る前に読む本 

運動生理学から見た科学的登山術 

請求記号 ||BB||1877  

資料ID  9150102045 

配架場所 1F雑誌閲覧室 

京都のちいさな 

美術館めぐり 

請求記号  706.9||O47   

資料ID    9300054046  

配架場所 1F学生選書 

椅子＆テーブルの作り方 
完全図解＆実践マニュアルで 

シンプルな家具が作れる！ 

請求記号 592.7||I85  

資料ID  9300054206  

配架場所 1F学生選書 

美術空間散歩 

請求記号 528.8||A55  

資料ID  9131204813  

配架場所 2F図書ゾーン 

 

旅行が楽しくなる 

日本遺産巡礼  
西日本30選 

請求記号 521.1||I85   

資料ID  9300023573  

配架場所 2F図書ゾーン 

 

建築MAP東京 

請求記号    520.9||Ke41   

       資料ID           9080310425  

 配架場所    2F図書ゾーン 

 

星の地図館 

請求記号      443.8||H48   

資料ID    9199938953  

配架場所 2F図書ゾーン 

 

ごちそうさまが、 

ききたくて 
家族の好きないつもの御飯140選 

請求記号 596||Ku61   

資料ID  9300092225 

配架場所 1Fグローバル 
                      コモンズ図書 

ラクうまごはんのコツ 
       ほんとに旨い。 

    ぜったい失敗しない。 

  請求記号  596||Se76   

資料ID      9300053991  

配架場所   1F学生選書 

住み直す 
ものと心の整理整頓、 

この先に向かうために 

請求記号                597||I57  

     資料ID        9140900507  

配架場所 2F図書ゾーン 

 

ヨーロッパの 
インテリアレッスン 
パリ、コペンハーゲン、ベルリン 
アントワープの部屋から 

請求記号 757.8||Ku14  

資料ID  9101202464  

配架場所 2F図書ゾーン 

 

夏休みピックアップ
アウトドア派もインドア派も楽しめる 

本を幅広いジャンルからピックアップ 

してご紹介します。夏休みのお供に、 

どうぞご利用ください♪ 

 

 

別冊太陽 

日本の町並み   2 
中国  四国  九州・沖縄 

請求記号 527.5||N77||2   

資料ID  9101100222 

配架場所 2F図書ゾーン 

 

カメラの教科書 
基本からはじめる人の 

ための写真の手引き 

請求記号 743||O39  

資料ID  9300054057  

配架場所 1F学生選書 

かわいくて集めたくなる 
刺繍アクセサリー 

請求記号     594.2||Sh46  

資料ID     9300024596  

配架場所 2F図書ゾーン 

    

 

恐ろしい話 

請求記号      908||C3||7  

資料ID       9900056394  

配架場所 1F図書ゾーン 

 

Arduinoで電子工作 
をはじめよう！ 

請求記号 548.2||Ta33  

資料ID  9130101725  

配架場所 1F学生選書 

容疑者Xの献身 

請求記号          913.6||H55   

資料ID        9300092704  

配架場所 1Fグローバル 

コモンズ図書 

 



を 

 読売新聞記事データベース 

ヨミダス歴史館 
「ヨミダス歴史館」では、読売新聞社が発行した 

 明治・大正・昭和期からの記事全文を収録してい 

 ます。「明治・大正・昭和 (1874～1989)」「平成  

 (1986～)」「The Japan News  (1989～)」「現代 

 人名録」 の4つのコンテンツ が利用できます。 

 キーワード検索、全文検索が可能、高度な検索を 

 することができます。 

  
  同時アクセス数 [ 1 ] です。 

  利用後は必ずログアウトしてください。  

学内専用 

活用しよう！ 

 

本学研究戦略推進本部より提供された、科研費や民間の研究 

助成など競争的資金獲得のために必要な｢申請書｣を作成する 

ための資料です。併せて公正な研究行為とは何かを理解しつ 

つ、優れた研究活動を行うために役立つ 

資料も取り揃えています。 

最近、書架の乱れが目立ちます。 

館内の図書は各コーナー内で請求記号順に 

並んでいます。みんながスムーズに使える 

ように利用後はもとの場所に戻しましょう。 

返却場所の分からない本は手近な棚に戻さ 

ず、各階に設置している返却台に置いてく 

ださい。ご協力をお願いいたします。 

 

書 架 は 綺 麗 に 

使 い ま し ょ う！ 

 

  オープンキャンパス特別展示でご好評をいただきました 

 「まねぶ ～工繊大の図案・素材・サンプル集～」を 

 秋・後学期、毎月、学域ごとに展示します。 

 この展示では、大学草創期より受け継がれた｢工芸｣図案、 

 ｢物質｣サンプル、 ｢繊維｣素材、 

 ｢建築｣ ｢機械｣ 設計図をご紹介します。 

 第１弾は｢設計工学域｣に関連する資料です。 

 昔の0系新幹線や、工作機械の図面など、 

この機会にぜひご覧ください。 

 

 

 



 臨時休館、開閉館時間の変更の場合は、 

   図書館ホームページでお知らせします。 

不明本 を 探しています！ 
 

福田康夫 

ヘルムート・シュミット 

マルコム・フレーザー 他著  

請求記号：319.04||Se22  

資料ID   ：9300112456  

配架場所：3F図書ゾーン  

世界はなぜ争うのか 
国家・宗教・民族と 

倫理をめぐって 

■祇園祭山鉾錺金具調査報告書 1 

    請求記号：756||G47||1                          資料ID：9300112673      

■おいしい東北パッケージデザイン展  

      請求記号：675.18||O33|||2015          資料ID： 9300112252 

■建設機械レンタル会社図鑑：未来をつくる仕事がここにある 

      請求記号：513.8||I97                  資料ID： 9300112376    

★ 新着図書は 一定期間が過ぎると所定の配架場所に並びます 

1階 新着図書コーナーに配架中 

夏季休業に伴い、図書の貸出期間が延長されます（雑誌は対象外）。 

 

★ 貸出期間：2016年   7月16日（土）～   9月12日（月） 

★ 返却期限：2016年 10月  4日（火） 

図書館では下記の不明本を探しています。 

表紙をめくると本学図書館の蔵書印が押されて 

います。見つけられた方は、図書館カウンター 

までお知らせください。 

有機化学演習：基本から大学院入試まで 

山本学, 伊与田正彦, 豊田真司著 東京化学同人 2008.3 

請求記号：437||Y97 資料番号：9080500037 

■京都府レッドデータブック2015 

 第1巻     請求記号：402.916||Ky6||2015-1             資料ID：9300112822  

 第2巻     請求記号：402.916||Ky6||2015-2             資料ID：9300112833       

 第3巻  請求記号：402.916||Ky6||2015-3             資料ID：9300112844     


