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図書館HPでも確認できます！
開館時間9 ： 00～ 21 ： 00 （土曜17 ： 00）
開館時間9 ： 00～ 17 ： 00 （土曜13 ： 00）
休館日

祝
　
御
入
学

図書館は知の宝庫です。

本の他にも、パソコンやデータベースなどでたくさんの情報が得られます。

「何か知りたい！」と思ったらぜひ図書館へお越しください。

職員一同心よりお待ちしています！

ご入学おめでとうございます　

本学園出身者コーナーを設置しました！本学園出身者コーナーを設置しました！

場所：4階　第 6閲覧室

第一線で活躍する先輩たちの

作品を集めました！

ぜひ手に取ってご覧ください。

いいねしてね★

九州産業大学

図書館公式 FaceBook

図書館の最新情報や、

DVD視聴ランキング

など耳寄りな情報を

発信しています。



※予約が入っている場合は延長できません。
※Webでの延長もできます。

○貸出・返却受付

貸出・返却は 1階メインカウンターで受け付けています。

入館ゲートを通って右側がメインカウンターです。

貸し出しの際は本と一緒に学生証を提示してください。
返却の際は本のみお持ちください。

閉館時の返却は入り口のブックポストをご利用ください。

延長される場合も延長したい本と学生証を提示してください。

★返却期限一覧

一般図書 卒論 /ゼミ

指定図書・教職本

貸出

返却

延長

学部学生

大学院生

造形短期大学生

10 冊以内 /15 日以内

10 冊以内 /15 日以内

30 冊以内 /3 ヵ月以内

3冊以内 /2 ヵ月以内

3冊以内 /2 泊 3日

返却期限を過ぎると

ペナルティがつきます。

延滞した日数分貸出が
できなくなりますので
ご注意ください。

新入生のための図書館かんたんガイド

○入館方法

※学生証を忘れたときは図書館職員にお声掛けください。

図書館へ入館する時は「学生証」が必要です。
入館ゲートのＩＣカードリーダーにかざすだけでＯＫ。

図書館HPを確認後、予約してください。3階レファレンスカウンターでも予約できます。

レポート、論文作成で困ったら… ? ・レポート・論文の書き方
・データベース・文献の検索
・資料収集の方法　など

利用方法

ライティングサポートコーナーを

ご利用ください！

学習用図書とは、シラバスに掲載の教科書・指定図書・

参考文献のことです。授業科目と密接に関連する資料

なので、予習・復習及びレポート作成などに積極的に

ご活用ください。

学習用図書は下記アドレスから、
貸出冊数・期間などを確認できます！
　図書館HP「学習用図書について」

→http://libwww2.kyusan-u.ac.jp/about/learning-book.html

3 階第 5閲覧室
請求記号：377.15/D16/17

新入生の皆さんが疑問に思うレポートの書き方など、大学での
勉強方法を「高校とどう違うのか」という観点から丁寧に教え
てくれます。大学生活に不安があるときは参考にしてみてはい
かがでしょうか。

「大学生学びのハンドブック -勉強法がよくわかる！ -」

はじめてのレポート作成・課題に困ったらこの本

学習用図書で予習・復習・レポート作成！

ご相談に応じます !



【希望図書・DVD】

希望する理由、目的など（該当するものにレ印を付けてください）
　□　興味があるため □　卒業論文作成のため

　□　資格取得のため □　レポート作成のため

【事務処理欄】

受付 回収 リスト作成 発注 連絡

日付

担当者

購入

可　　・　　否

　□　その他（　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　　　）

※すべての図書・DVDが購入できるわけではありません。

①差別を助長する図書
②公序良俗を乱す図書
③高額な図書
④危険物製造や危険思想の図書
⑤特殊な思想の図書
⑥通俗的な図書　※漫画本、写真集、パチンコ等娯楽性の強いもの
⑦幼児及び児童向けの図書

「学生からの購入希望図書の選定基準」の具体的事項（大学図書館の蔵書としてふさわしくないも
の）」より抜粋

価格

著者名

出版社 出版年

※結果については、Emailもしくは電話でご連絡しますので必ず記入してください。

書名

電話番号（携帯） メールアドレス

学籍番号 氏名

図書・DVD購入希望申込書（学生用）
※この制度は、本学の大学院生、学部学生を対象としています。
皆様が日ごろから、「読みたい」と思う図書、「観たい」と思うDVDを
申し込んでください。

申込日 年　　　　　月　　　　　日

「図書・DVD購入希望申込書」

（返却期限票裏面）

～新入生編～

図書館

この本を図書館に
置いてほしい。
この本を図書館に
置いてほしい。

読みたい本が他の図書館
にあるみたい。
読みたい本が他の図書館
にあるみたい。

図書購入希望申込が
できます。
図書購入希望申込が
できます。

3階レファレンスカウンターへ

お尋ねください。

3階レファレンスカウンターへ

お尋ねください。

申込用紙（返却期限票裏面）に
必要事項を記入して、1階メイ
ンカウンターに提出してくださ
い。Webからの申請も可能です。

他の図書館から本を取り寄せる
相互貸借の手続きができます。
福岡市総合図書館の本は無料で
借りる事ができますよ。

1階・2階・3階に
PCコーナーがあります！
1階・2階・3階に
PCコーナーがあります！

友達 2～ 3人で話し合い
ながら勉強したい。
友達 2～ 3人で話し合い
ながら勉強したい。

グループ学習室を
ご利用ください。
グループ学習室を
ご利用ください。

全部で5部屋あります。
可動式の机・椅子、プロジェクター
等を整備しているのでグループ学
習やプレゼンの練習に最適です。

新聞・雑誌はどこに
ありますか？
新聞・雑誌はどこに
ありますか？

1階ブラウジングルーム
です。
1階ブラウジングルーム
です。

新聞は全国紙、地方新聞等置いて
います。雑誌はCanCan等ファッ
ションやスポーツ、料理、映画な
どがあります。

1階 AVコーナーで
視聴できます。
1階 AVコーナーで
視聴できます。

学習に役立つ資料から最新の海
外ドラマ等があります。2人で
鑑賞できるブースもありますよ。
学生証を忘れずに！

資格の勉強を始めたい。資格の勉強を始めたい。

2階第 3閲覧室
「進路支援図書コーナー」へ
2階第 3閲覧室
「進路支援図書コーナー」へ

背表紙の青い丸シールが目印です。
資格取得のためのハウツー本や業種
図鑑などがあります。

飲食できますか？

2階オープンスペースで
飲食できます。
2階オープンスペースで
飲食できます。

閲覧室では飲食禁止ですが、こ
こではOK！汁物や学食からの
持ち込み等禁止事項があります
のでご注意ください。

選定図書コーナーとは、学生さ
んたちが書店で選んだ（学生選
書ツアー）本のことです。思い
がけない本に出会えるかも！

パソコンは使えますか？パソコンは使えますか？

レポートや論文作成に便利！
貸出用ノートパソコンもあります。
利用する際は、1階メインカウン
ターに申し出てください。

映画が観られるの？映画が観られるの？

面白そうな本はない
かな～？ (・ｖ・＊）
面白そうな本はない
かな～？ (・ｖ・＊）

1階第 1閲覧室
「選定図書コーナー」へ
1階第 1閲覧室
「選定図書コーナー」へ

利用の際は
1階メインカウンターまで
申請書をご提出ください。

図書館でのよくある質問集です。
利用する際にご参考ください。
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館内の廊下や階段の壁面を展示スペースとして学生さんに提供して

います。展示希望の方はお気軽にご連絡下さい！

展示例

図書館学生展示

1階　ブラウジングルーム 1~2 階　階段壁面

■連絡先

kyusan-lib@ip.kyusan-u.ac.jp

※タイトル：図書館展示希望
※必要事項：学籍番号・氏名・連絡先（携帯番号）

※の項目を必ずご記入ください。

個人でも団体でも
展示できます！

映画で学ぶ英語学 

学生さんのコメントの一部をご紹介します！

請求記号：830/E 37/10
倉田誠　編

図書館の本を書店で選ぼう

「時間がない」から、なんでもできる ! 
: 時間密度を上げる 33の考え方 

最後のトリック

「時間がない」が口ぐせで、「時間がない」
から、何もできないと思っていたので、
タイトルに引き寄せられました。人間
に唯一平等に与えられた「時間」を有
効に使う方法。そして、今悩んでいる「作
業のスピードを早くする」こと。何か
この 2つのヒントが見つかればいいな
と思います。

本を選んでいる最中に、「犯人は読者で

あるあなた」という文字が目に入り、

とても興味が湧きました。どのような

トリックで私たちを『犯人』に仕立て

るのかが注目する点ですね。

吉田穂波　著 深水黎一郎　著
請求記号：159.6/Y 86/1 請求記号：913.6/F 72/11

もともと言語学や英語学に興味があり、

自分でも勉強しようと関連する本を探

していたときに見つけたものです。映

画も英語学も好きなので、より楽しみ

ながら勉強できるのでは、と思い選び

ました。

学生の皆さんが図書館に置いてほしい図書を、直接書店で

選ぶ企画です。年に 3回実施していますので、ぜひご参加

ください。

選書ツアーで選定された図書は、図書館 1階「第 1閲覧室・

選定図書コーナー」に配架しています。

★学生選書ツアーとは？

※開催日時につきましては館内掲示や図書館HPでお知らせ致します。


