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図書館の
留学生向け選書ツアーを開催しました！

We  support  the  international  students

We  held  the  “Book  Selection  Tour” for  international  students!

特集01

図書館では、海外留学をこころざす日本人学生のサポートはも
ちろん、日本にやってきた外国人留学生の応援もしています。
利用者の皆さんが書店で、図書館に置きたい本を直接選ぶ企画
「選書ツアー」は今までに何度も実施してきましたが、今回は
じめて、外国人留学生を対象とした
「選書ツアー」を開催しました。
当日は、皆さんそれぞれの母国語で
多くの意見を交わし、活気あるイベ
ントになりました。

選んでいただいた本は図書館内『選書ツアーコー
ナー』に並べています。
留学生の皆さんが選んだ本なので、日本人から見ると新鮮な
ラインナップの本が揃っています。
ぜひ手に取って読んでみてください。

Not only the “Book Selection Tour” 
area, we are trying to enhance the 
books for international students

▲A sign in Omiya 
　library

▲ User’s guide of Toyosu library

▲ Books written in English

▲ The collaborative exhibition 
with international students

The English books are placed on the 2nd 
fl oor shelf No.2-39～2-40 in Omiya, and 56 
to 58 in Toyosu.  
There is the English version of the library 
website, so you can search in English.

http://www.lib.shibaura-it.ac.jp/english

Of course you can read electronic text in English.  
Click the tab “Electronic Resources”, then try the 
“read-e-books”.We recommend the“EBSCO host 
eBook Collection” at the top.  Also use the“read-
e-journals” at “Electronic Resources”, you can 
search for electronic journals.First you should try 
the “Science Direct”, where the 2nd from the top.

To be the helpful library, we promote globalization.
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学位規則の変更により、今年度から、博士論文をインターネット
で公開することになりました。
図書館ホームページの右側にある「学術リポジトリ」のバナーか

ら、2013年度以降の博士論文を読むことができます。
芝浦工業大学　学術リポジトリ
https://shibaura.repo.nii.ac.jp/index.php

ご自宅のパソコンからでもご利用いただけますので、勉強や研究に役立
ててくださいね。

先輩の論文を読みたいのですが…Q
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TOEIC本 貸出ベスト3
（2014年4月1日～2014年8月31日）

学科別1人当たり貸出冊数（2014年4月1日～2014年8月31日）

貸出
冊数

1

3

2

11.2

9.1

8.9

8.9

3

材料工学科

建築学科

機械制御システム学科

電子工学科

1駅1題新TOEIC
TEST読解特急1

TOEICテスト
新公式問題集2

1駅1題新TOEIC
TEST文法特急3

［請求記号］ 830.79/Ka59
貸出回数 57回

［請求記号］ 830.79/E24/語学
貸出回数 48回

［請求記号］ 830.79/H27

貸出回数 26回

就職・資格コーナーが少しだけ場所を変え、新着
本やオススメ本が見やすくなりました。図書館も、
みなさんの就職活動を応援中。豊洲・芝浦にあ
る本の取り寄せやリクエストもOKですので、ぜ
ひ就活に活用してください！

今年も図書館満足度調査を実施しました。
たくさんのご協力、ありがとうございました。
皆さんが図書館に求めているものは何か、どのように
図書館を活用されているのかを参考に、より快適で使いやすい図書館を作
れるように精一杯努めていきたいと思いますので、これからもよろしくお願
い致します。図書館をいっぱい利用してくださいね！ 

芝浦図書館の経営・企業・マーケティ
ングなどの図書・雑誌が増えました。
研究にはもちろんのこと、就活の際
にもおすすめの資料です。ぜひご活
用ください。

豊洲

☀ＭＯＴ関連資料が
　増えました！

☀就活コーナーリニューアル！

☀本の旅、はじめました

芝浦

☀図書館満足度調査を実施しました

全館

豊洲図書館では本の旅を展開中！芝浦
女子・男子の旅、未来建築の旅、恋
する旅など、7つのテーマで本をセレ
クトしました。
現在、本の旅に合わせたブックラリー
も開催中。さぁ、あなたも本の旅に出
掛けてみませんか？

大宮

 結果は後日図書館ホームページに掲載いたします。

あとがき07

芝浦工業大学大宮図書館 2014年度秋企画展示

展示期間：9月 9日（火）～ 12月 13日（土）
展示場所 :大宮図書館 1階　企画展示コーナー
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教えて！ 図書館05

1日 2014年8月31日）

読書の秋も深まってまいりました。この季節に読みたい本を、図書館員からオススメします！

小野不由美さんの ｢黒祠の島」。推理物に民俗学的味付けがされています。（武井）
宮城谷昌光さんの ｢太公望｣ と秋の青空はよく似合うと勝手に思っています。（藤門）
森見登美彦さんの ｢夜は短し歩けよ乙女｣。涼しい秋の夜に読みたいです。（小林）
高村薫さんの ｢マークスの山」。一気読みしたくなる警察小説です。（小川）


