
とは…

Kyushu Sangyo University Library の

頭文字をとって命名されました。KULI の

学生ボランティアは「図書館を利用して学

生生活を enjoy しよう」を目的に本棚企

画や季節の飾り付けなど、いろいろな活動

を通し図書館を盛り上げています。
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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） 試験日8 ： 00 （土曜9 ： 00） ～ 21 ： 30
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よろしくね！

学生協働 KULI の図書館を盛り上げる活動の一つとして

芸術学部メンバーを中心に作成しました。KULI の活動

報告や図書館の掲示物などに登場しています。

学生協働 KULI の図書館を盛り上げる活動の一つとして

芸術学部メンバーを中心に作成しました。KULI の活動

報告や図書館の掲示物などに登場しています。

九州産業大学図書館公式キャラクターをご紹介します九州産業大学図書館公式キャラクターをご紹介します

●性格

　明るくて元気だけど

　ちょっとワガママ

●チャームポイント

　頭のリボン

●性格

　穏やか

●チャームポイント

　そばかす

●性格

　おませ、おしゃべり

●チャームポイント

　頭の羽

KULIS くんしおりちゃん

キューちゃん

詳しくは

図書館ホームページで！

http://libwww2.kyusan-u.ac.jp/

詳しくは

図書館ホームページで！

http://libwww2.kyusan-u.ac.jp/

図書館は知の宝庫です。

何か知りたいと思ったらぜひお越しください！

本の他にも、パソコンコーナーやデータベースなどが使えます。

何かわからないことがあったら図書館職員にお声かけください。

ご入学おめでとうございます　



～新入生編～

図書館図書館

汁物や学食からの持ち込みは禁止です。
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！

「図書 ・ DVD購入希望申込書」
（返却期限票裏面）に必要事項を記入して
１Ｆメインカウンターまで提出してください。

4F 第 6閲覧室
「マンガコーナー」 へ

「シティーハンター」 の北条司氏をはじめ、
本学卒業生や九州出身の漫画家の
作品があります。

課題がでて、
困っています。

図書館で分からないところがあったら、
尋ねてみてください。
資料を探すお手伝いをします。



※予約が入っている場合は延長できません。

○貸出・返却受付

貸出・返却は 1Ｆ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。
返却の際は本のみで大丈夫です。

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。

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

3F 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！

無理せず英語の本を読み進めることで、自然と英語力が

身につく英語学習法です。

英語の絵本など、やさしいものから始める事ができますので、

ぜひ挑戦してください！

『多読』とは？

1F・ブラウジングルームに多読コーナーOPEN!!

！
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メタリカヘヴィ・メタル革命 
バンド黎明期とメタルの勃興 

学生さんのコメントの一部をご紹介します！

請求記号：764.7/D 37/1

ニール・ダニエルズ　著
迫田はつみ　訳

図書館の本を書店で選ぼう

スープジャーのお弁当 
手づくりスープはカラダにやさしい ! ルームメイト 

寒くなると暖かいものが欲しくなる。
けれど、家は遠いし、買いに行っても
いいけど金欠で…そんなときにもって
こいなのが、スープジャーでつくる弁
当。調理時間はたったの 10 分なのに 3
～ 5時間はあったかさが保てる。本書
は調理初心者にも分かり易い表記と、
効能別に 10 種程のおいしそうなレシピ
を数多く紹介してるので、是非つくっ
てみて下さい。

ミステリーになっていてこの人が犯人
かな？と思ったらじつは違う人が犯人
でした…。一転二転する物語に目がは
なせなかったです。相手のことを知ら
ないと怖いし、それ以上に自分のこと
が分からないのはもっと怖いと思いま
した。今までにない設定のミステリー
だと思うのでオススメです。

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

1F　ブラウジングルーム 4F　廊下壁面

■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。

奥薗壽子　著 今邑彩　著
請求記号：596.4/O 58/1 請求記号：913.6/I 44/3

スラッシュ・メタル四天皇の一角であ
るメタリカのバンド黎明期から第四作
目の『メタル・ジャスティス』まで詳
しく紹介。へヴィ・メタルの常識をぶ
ち壊したメタリカの魅力を凝縮した伝
記である。元メンバーのクリフ・バー
トン、そしてメタルの帝王ロニー・ジェ
イムズ・ディオに捧ぐ一冊。

図書館HP・選書ツアーのページの申込みフォームから申し込むか、直接メインカウンターにお尋ねください。

※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。

個人でも団体でも
展示できます！

参加方法

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？


