1F開架一般

多読学習教材のほか、
英語の絵本や
ペーパーバックがあります。
貸出は２冊まで14日間。

その一冊から、全てがはじまる。

洋書

洋書のほとんどは
４階書庫。

360 340

330

320

310

200

小型（北側）

その他の
文庫・新書

100 000

350

シラバス

シラバス掲載の
教科書（禁帯出）

蔵書検索PC

蔵書検索PC

コピー機

掲示されている
著作権法を遵守。
ノートの複写は禁止。

自動図書貸出機

特設

新着図書

オススメ本の
ご紹介

出口

図書館１階

蔵書検索PC

カウンター

入口

DVD

利用は
カウンターへ

甲南大学図書館のメインフロア。

学生証が
必要です

哲学、歴史、文化、法学、
経済学、経営学、自然科学の
本があります。

エントランス展示

貴重資料などを展示。
自主企画も募集中！

＜開館時間＞

図書館カフェ

平日：９時～２１時

甲南限定836コーヒー
一杯100円！

土曜：９時～１８時
＊休講日は短縮開館となります。

新聞

図書返却口

閉館中の本の返却はこちら
サイバーの本も返却できます。

朝は朝刊、夕方には夕刊になります。
バックナンバーはカウンターへ。

200 歴史．地理

100 哲学．心理学．宗教

209 世界史 . 文化史
210 日本史
220 アジア史 . 東洋史
230 ヨーロッパ史 . 西洋史
240 アフリカ史
250 北アメリカ史
260 南アメリカ史
270 オセアニア史 . 極地
280 伝 記
290 地理 . 地誌 . 紀行

100 哲 学
120 東洋思想
130 西洋哲学
140 心理学
146 臨床心理学・精神分析学
150 倫理学 . 道徳
160 宗教
170 神道
180 仏教
190 キリスト教

総

記

007 情報学 . 情報科学（AI）
010 図書館
020 図書 . 書誌学
030 百科事典
060 学会 . 団体
069 博物館
070 ジャーナリズム . 新聞
080 叢書 . 全集

〓大学図書館にようこそ

大学図書館は、主に学習や研究に

必要な本や雑誌、オンライン資料な

どを収集しています。公共図書館と

比べて学術書が多いですが、人生を

豊かにするための知見や教養を涵養

する多様な資料も備えています。

エリア、友人と話をしながら利用で

きる共同学習エリア（地階）、パソ

コンルームなどがあります。

利用方法が分からないときは、カ

ウンターにおたずねください。特に

２階のヘルプデスクでは、専門のス

タッフが、文献検索や情報入手のサ

大学図書館は、資料・場所・人的

ポートを行っています。

サービスが揃った、大学での学びを

支援する機関です。

〓読みたい本をどうやって

みつけるか

図書館の本は、『日本十進分類法』

の順に左から並んでいます。本の内

容によって分類されているので、同

上の表を参考に、興味のある分野

じ番号の本は、同じテーマの本です。

の書架に行ってください。現代小説

や実用書は２階中山文庫コーナーで

す。眺めるだけでもいろいろな本に

000

閲覧席には、目的に応じて使い分

300 社会科学

330 経 済
310 政 治
331 経済学 . 経済思想
320 法 律
332 経済史・事情 . 経済体制 321 法学 . 法哲学
333 経済政策 . 国際経済
322 法制史
334 人口 . 土地 . 資源
323 憲法 . 行政法
335 企業 . 経営
324 民 法
336 経営管理 ( 会計 )
325 商 法 ( 会社法）
337 貨幣 . 通貨
326 刑法 . 刑事法
338 金融 . 銀行 . 信託
327 司法 . 訴訟手続法
339 保険
329 国際法

けができるよう、一人で集中できる

300 社会科学

図書館フロアマップ ・施設案内

１

語学学習室

図書館1階には、000から599までの本があります。
一般図書の貸出は、10冊まで14日間です。

1

蔵書検索システム
ＯＰＡＣ

甲南大学にある本や電子書籍、
雑誌、視聴覚資料などが検索できます。
https://library.konan-u.ac.jp/

PCルーム（1階）
パソコンは、１階と地階のPC
ルーム、２階の情報検索コー
ナーで利用できます。
ま た 、１ 階 カウンターで
ノートPCを貸出しています。

小型

講談社学術文庫

500 400 380
大型

30cm以上の本
写真集や画集が多い

詳細検索で細かい条件が指定できます。たとえば、
「フルタイトル」を使うと書名完全一致検索ができます。

370

390

雑誌(１F)

プリンター

週刊誌、軽雑誌の
最新号

小型

英字新聞

岩波新書
中公新書
講談社現代新書

教員著作

図書館ブログにも
自著紹介あり。

本は「所在」場所の「請求番号」順に並んでいます。
「所在」をクリックするとフロア図が表示されます。

視聴覚コーナー

400 自然科学

300 社会科学

340 財 政
350 統 計
360 社会 ( 社会福祉）
361 社会学（社会心理学）
366 労働経済 . 労働問題 ( 労働法 )
367 家族問題 ( ジェンダー . 老人 )
370 教 育
377 大学（キャリアデザイン）
380 風俗習慣 . 民俗学
389 民族学・文化人類学
390 国防 . 軍事

410 数 学
420 物理学
430 化 学
440 天文学 . 宇宙科学
450 地球科学 . 地学
460 生物科学 . 一般生物学
470 植物学
480 動物学
490 医学 . 薬学
493 内科学（精神医学）

出会えますが、気になった本は是非

手に取って、少しでも読んでみてく

ださい。特に、たくさんの人が読み

込んだ痕のある本は、必ず面白い本

です。

タイトルや著者、キーワードから

探すなら、蔵書検索システムが便利

です。館内の専用ＰＣから利用でき

ますが、インターネットで公開して

いるので、スマホでも利用できます。

検索結果から、目次や内容も確認で

きますし、電子書籍はそのままアク

セスできます。

甲南大学図書館がおすすめする本

は、特設コーナーや図書館ブログで

紹介しています。階段踊り場などに

展示している、学生によるポップも

参考になります。

また、０２０の書架には、本を紹
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介する本があります。新聞や雑誌、

（教職員のID/PWはヘルプデスクにおたずねください。）

510 建築工学 . 土木工学
519 環境工学・公害
520 建築学
530 機械工学
540 電気工学
550 海洋工学 . 船舶工学
560 金属工学 . 鉱山工学
570 化学工業
580 製造工業
590 家政学 . 生活科学
593 衣服（ファッション）
596 食品 . 料理

出版社のＨＰには、プロの読み手に

返却期限の確認や、貸出延長（１回のみ、中山文庫
は不可）、予約や取り寄せの確認ができます。
※右上の『MyLibrary Login』からログイン。
※ID/PWは、
『MyKONAN』
と同じです。

500 技術 . 工学 . 家政学

よる書評が掲載されています。

■『MyLibrary』

光文社古典新訳文庫
講談社文芸文庫

NDC日本十進分類法 (000～599）

電子書籍は、
「利用はこちら」からアクセスできます。
学内LAN（Wi-Fi)に接続されている端末から利用して
ください。

貸出中の本は、
「予約」ができます。
また、他のキャ
ンパスに所蔵されている本は「取り寄せ」ができます。
本が借りられる状態になったら、大学のメールアドレ
ス宛てに連絡メールが届きます。

小型

DVDなどの映像資料が利用でき
ます。視聴したい資料を持って、
カウンターで手続きしてください。
＜受付時間＞
平日17時50分まで
土曜12時50分まで
※利用は閉館の30分前まで

