図書館２階

NDC日本十進分類法 (600～999）
600 産

業

700 芸術 . スポ－ツ . 娯楽 800 言

610 農 業
620 園芸 . 造園
630 蚕糸業
640 畜産業 . 獣医学
650 林業 . 狩猟
660 水産業
670 商 業
675 マーケティング
680 運輸 . 交通
689 観光事業
690 通信事業

710 彫 刻
720 絵画 . 書道
730 版 画
740 写真 . 印刷
750 工 芸
760 音楽 . 舞踊
770 演劇 . 映画 . 大衆芸能
780 スポーツ . 体育
790 諸芸 . 娯楽（ゲーム）

語

900 文

810 日本語
820 中国語 . 東洋の諸言語
830 英 語
840 ドイツ語
850 フランス語
860 スペイン語
870 イタリア語
880 ロシア語
890 その他の諸言語

学

910 日本文学
920 中国文学 . 東洋文学
930 英米文学
940 ドイツ文学
950 フランス文学
960 スペイン文学
970 イタリア文学
980 ロシア文学
990 その他の諸言語文学

産業、芸術、語学、文学の本が
あります。また、参考図書コー
ナーや、現代小説や実用書の
中山文庫コーナーもあります。
図書館や文献に関するご相談は
ヘルプデスクへ。

参考図書

中山文庫

辞書・事典、便覧、専門用語集など調べるための本。
（館内利用のみ）

現代小説や旅行ガイドブック、
実用書や就活・資格に関する本。
貸出は２冊まで14日間。
（貸出更新不可）

リフレッシュ
コーナー

就活・資格

自販機があります。

地図

白書

800 900
700

書誌コーナー

目録など本を探すための本。

600

視聴覚コーナー

ＣＤやレコードなどの
音声資料が利用できます。

２F開架一般

蔵書検索PC

２階には、600から999までの本。
一般図書の貸出は10冊まで14日間。

コピー機
新聞
縮刷版

カウンター
書庫利用の受付

ヘルプデスク
情報探索コーナー

通常のPC設置席と、
図書館館内限定データベースが
利用できるPCがあります。

拡大
読書器

雑誌コーナー

吹き抜け

学術雑誌、ビジネス雑誌、週刊誌など。
最新号は手前、過去数年分がラックの中にあります。
雑誌館に保管されているバックナンバーは、
１階カウンターで申し込んでください。

窓際一人席

桜ビューポイント

〓学術書を使いこなす

学術書には、研究成果をまとめた

研究書だけでなく、各学問分野を学

ぶための基礎知識をまとめた概説

書、実験やフィールドワークなど研

究に関する技術の解説書などがあり

ます。

ただし、図書館には新しい本も古

い本もあることを注意してくださ

い。学術書を読むときは、新しい情

報や別の視点からの情報、何より著

者の主張と自分の考えとを比べなが

ら読むことが大切です。

難 し い 本 に 挑 戦 す る と き は、「目

次」を使って、重点的に読む部分を

確認しておきます。また、巻末に「索

引」があれば、キーワードが載って

いる部分を探すことができます。電

子書籍は、全文検索もできます。

〓参考図書とは

辞書や事典、各分野の基本的事項

をまとめたハンドブック、便覧、統

計書、六法、地図など、調べるため

の本です。特に専門用語辞典は、各

分野特有の言葉の意味や使い方、英

語表現などを調べることができるの

で、学習・研究のマストアイテムで

す。主な参考図書は、２階「参考図

書コーナー」にあります。参考図書

は貸出できません。

百科事典は各項目を専門家が執筆

していて、要点をつかむのに最適で

すが、オンライン版しか更新されて

いません。オンライン版の百科事典

３

読みたい本をリクエスト
■ 学生購入希望図書

図書館地階

読みたい本が図書館にないときは、購入希望を
申し込んでください。蔵書検索システム OPAC の
『MyLibrary』から手続きできます。
※教員は、図書館 HP の教員向け利用案内をご参照ください。
①蔵書検索システム OPAC にアクセス。

広い閲覧室のあるフロアです。
友人と話しながら利用できる

グループ学習室

https://library.konan-u.ac.jp/

②右上『MyLibrary』にログイン。

共同学習エリアがあります。

約16名を収容可能です。
利用申し込みは不要。

ID/PWはMyKONANと同じです。

③「購入依頼状況」の「新規依頼」をクリック。

地下閲覧席
④本の情報を入力し、確認する。
⑤利用できるようになったら、大学のメールアド
レス宛てにメールが届きます。（2 週間から１ヶ月
程度かかります。）
⑥１階カウンターで貸出手続きをしてください。
＜注意事項＞
一人あたり月２冊までです。
文庫・新書、雑誌、漫画は購入できません。特定
の思想に偏った本、自己啓発本、ワークブックなど、
図書館の選書基準に適さない本は購入できない場
合があります。

視聴覚ホール
閲覧室２

ノートパソコン利用エリア

■ ブックハンティングツアー

共同学習エリア

プリンター

会話しながらグループ学習ができます。
ホワイトボードは自由に利用してください。

PCルーム（地階）
教室タイプのＰＣルーム
情報検索ガイダンスが実施されるときは
利用できません。

Wi-Fi

や辞書は、図書館ホームページから

アクセスしてください。学内

（ konan-net
）に繋げれば、スマホか
らも使えます。

使い方が分からないときは、２階

ヘルプデスクにおたずねください。

〓 現代小説や実用書、ＤＶＤも

２階中山文庫コーナーには、現代

小説やエッセイ、実用書、ガイドブッ

クなどがあります。気軽に読める本

からも、新しい世界は広がっていま

す。通学時間のお供にどうでしょう

か。就活や資格に関する本も中山文

庫コーナーにあります。

１階カウンター横にはＤＶＤコー

ナーがあります。空いた時間に好き

４

な映画を英語で鑑賞して、語学力を

ます。

磨 い て は ど う で し ょ う。２ 階 で は、

用したり、複写物を取り寄せたりすることもでき

飲料を持ち込む際は、鞄に入れてください。

ＣＤやレコードも利用できます。視

購入をリクエストする以外にも、他の図書館を利

食事は全館で禁止です（飴やガムなどの菓子類を含む）。

聴覚資料は、貸出できません。利用

探している本や読みたい本が見つからないとき
は、図書館２階ヘルプデスクにおたずねください。

利用してもかまいません。

は各階のカウンターで手続きしてく

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※座席では、水筒やペットボトルなどの蓋付き飲料を

ださい。

ブックハンティングツアーとは、図書館に置い
てほしい本を大型書店で直接選ぶ選書ツアーです。
書店の棚を見て、自分が読みたい本だけでなく、
他の学生に読んでほしい本、学習や研究に役に立
ちそうな本などを選びます。これまで参加された
学生の感想は、図書館ブログをご覧ください。
ブックハンティングツアーは、年に数回実施し
ています。日時や場所が決まりましたら、図書館
内や MyKONAN で告知しますので、是非ご参加く
ださい。

