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図書館の活動

貸出回数ランキング
期間：2008年4月1日～2008年9月30日

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

15

15

15

19

19

19

19

19

207

136

93

57

48

37

36

31

31

28

25

24

23

19

18

18

18

18

17

17

17

17

17

貸出回数 簡 略 書 誌 情 報順 位

自動貸出機

学生購入希望資料の申込み
利用したい資料が図書館にないとき、購入希望を出すことがで
きます。人環・総人所属の方、全学共通科目履修生が申込みでき
ます。図書館備え付けの用紙にご記入の上、お申込みください。
購入の可否は後日掲示します。なお、1人で複数件お申込みされ
る場合は、受付を保留することがあります。

平成20（2008）年度上半期の貸出回数の多い順、第１位から５位は、『地球
の歩き方』でした（物理単位ではなく書誌単位）。今年度初めて実施した企
画“BOOK SELECTION”の夏は、“旅”をテーマにし、１階中央で展示・貸出
を行ったため、その相乗効果もあったと考えられます。このほか、理工系の基
礎科学の図書や語学図書が多く利用されています。全学共通教育を支援す
る図書館ならではの特徴です。

地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集. -- A01 ヨーロッパ '07-'08 - E06 イラン ・ ペルシアの旅 '07-'08. -- 改訂. -- ダイ
ヤモンド・ビッグ社, 2006.
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集. -- A01 ヨーロッパ '08-'09 - E11 リビア '08-'09. -- 改訂. -- ダイヤモンド・ビッ
グ社, 2007.
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室編集. -- A01 ヨーロッパ '06-'07 - E10 南アフリカ ジンバブエ レソト スワジランド ナミビア ボ
ツワナ ザンビア '06-'07. -- 改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室編集. -- A01 ヨーロッパ '05-'06 - E06 イラン ペルシアの旅 '05-'06. -- 改訂. -- ダイヤモ
ンド・ビッグ社.
地球の歩き方 / 「地球の歩き方」編集室著作編集. -- A03 ロンドン '08-'09 - E11 リビア '08-'09. -- 改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ
社, 2007.
TOEICテスト新・最強トリプル模試 ： New Version対応の模試を3回分収録 / 中村紳一郎 [ほか] 著. -- [1], 2, 3 ： 解答・解説編. -- 
ジャパンタイムズ, 2006.
上撰の旅. -- 1. 札幌・道東・道北 - 33. 沖縄. -- 昭文社, 1999-2001.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
解析入門 / 杉浦光夫著. -- 1, 2. -- 東京大学出版会, 1980.3-1985.4. -- （基礎数学 ; 2-3）.　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
アトキンス物理化学 / P.W.Atkins著 ; 千原秀昭, 中村亘男訳. -- 上, 下. -- 第6版. -- 東京化学同人, 2001.　　　　　　　　　
　　
混沌からの秩序 / I. プリゴジン, I. スタンジェール [著] ; 伏見康治, 伏見譲, 松枝秀明訳. -- みすず書房, 1987.　　　　　　　　
　　
TOEICテスト新公式問題集 / Educational Testing Service著 ; 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会編. -- 
[Vol. 1], Vol. 2. -- 国際ビジネスコミュニケーション協会TOEIC運営委員会, 2005.
詳解微積分演習 / 福田安蔵 [ほか] 共編 ; 鈴木七緒編集者代表. -- 1, 2. -- 共立出版, 1960-1963. -- （大学課程数学演習シ
リーズ ; 2, 3）.
はじめてのTOEFLテスト完全対策 ： すべてのセクションに対応 / 松谷偉弘, Robert Hilke, Paul Wadden著. -- 旺文社, 2006. 
-- （TOEFL iBT大戦略シリーズ）.
無機定性分析実験 / 京都大学総合人間学部自然環境学科物質環境論講座編. -- 共立出版, 1994.11.　　　　　　　　　　　
　
ハリー・ポッターと謎のプリンス / J. K. ローリング作 ; 松岡佑子訳. -- ： セット, 上, 下. -- 静山社, 2006.　　　　　　　　　　　　
　　　
英語ヒアリング集中レッスン ： 今日からはじめる3週間完成 / 深沢俊昭 [ほか] 共著. -- 基礎編, 実践編. -- アルク, 1999.1.　　　　
　　　　
ねじまき鳥クロニクル / 村上春樹著. -- 第1部 ： 泥棒かささぎ編, 第2部 ： 予言する鳥編, 第3部 ： 鳥刺し男編. -- 新潮社, 1997.10. 
-- （新潮文庫 ; む-5-11～む-5-13）.
有機化学 / John McMurry著 ; 伊東椒 [ほか]訳. -- 上, 中, 下. -- 第6版. -- 東京化学同人, 2005.3.　　　　　　　　　　　
　
TOEFLテストリスニング問題350 / 喜田慶文著. -- 改訂新版. -- 旺文社, 2006. -- （TOEFL iBT大戦略シリーズ）.　　　　　　
　　
解析演習 / 杉浦光夫 [ほか] 著. -- 東京大学出版会, 1989.11. -- （基礎数学 ; 7）.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
力学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 坪井忠二訳. -- ： 新装. -- 岩波書店, 1986. -- （ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, 
サンズ [著] ; 1）.
TOEICテストスーパートレーニング / 木村哲也 [ほか] 著. -- 文法・語法・正誤問題編 - 基礎文法編. -- 研究社出版, 1999.7-.　　　
　　　　　
グリム童話集 ： 完訳 / グリム [著] ; 金田鬼一訳. -- 1 - 5. -- 改版. -- 岩波書店, 1979.7-1979.11. -- （岩波文庫 ; 赤
-413-1-5,32-413-1-5,赤（32）-413-1,2,3,4,5）.
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情報リテラシー支援 BOOK SELECTION

・研究室図書の受入（第2次）

・環on改修工事完成
・南棟書庫（吉田南総合館）完成
①

・"Library Guide 2008"発行[4/1]
・全学共通教育ガイダンス[4/2～4]⑦
・Library Guide Tour[4/14～18]
（55人）

・パソコンで本を探そう！京大蔵書検索
KULINEの使い方（12人）[5/19～23]

・パソコンで論文を手に入れよう！其の
１：電子ジャーナルとArticleLinkerの
使い方（33人）[6/19～25]⑧

・パソコンで論文を手に入れよう！其の2：
（日本語論文編）CiNiiとMAGAZINE-
PLUSの使い方[10/20～22]（56人）⑨

・パソコンで論文を手に入れよう！
其の3：（英語論文編）〈予定〉

・環onオープン [4/7] ②
・環on利用規則施行 [4/17]
・第1回図書委員会 [4/10]

・ホームページリニューアル③
・環on OPEN記念講演会[5/9]④
・研究室図書の受入（第3次）

・環on利用時間拡大（環on 時間
外利用の取扱い要項施行）[8/1]
・オープンキャンパス[8/8]

・人間・環境学フォーラム（環on会
場）[11/6]（45人） ⑥
・第5回図書委員会[11/20]

・デジタルサイネージ
（電子ポスター）設置[12/1]
・「かりん」（人環・総人図書館報）の創刊[12/15]

・研究室図書の受入（第4次）〈予定〉 
・1階窓枠改修工事のため休館[2月中旬～3月]〈予定〉

・シニアキャンパス[10/1～3]
・第3回図書委員会[10/15]
・第4回図書委員会[10/23]
・経済学文献の歴史的コレクション
"The Making of the Modern 
World"利用開始[10/20] (*2)

・メールニュース配信開始（申込
制）[9/3] ⑤
・イギリス定期刊行物"Brit ish 
Periodicals"トライアル[9/3～
10/16] (*1)  

・メールニュース配信開始（教員向）
・第2回図書委員会[6/26]

①南棟書庫 ⑦全学共通教育ガイダンス

⑩先輩から後輩へ

★BOOK SELECTION

⑪旅

⑫論文・レポートを書こう

⑧パソコンで論文を手に入れよう！

⑨パソコンで論文を手に入れよう！

②環on

③人環・総人図書館HP

④環onOPEN記念講演会

⑥人間・環境学フォーラム

「図書館にはたくさん本がある
けれど、何を読んだらいいのか
わからない！」というご意見から
実現！
時節に応じて、テーマを設定し
た図書の展示を始めました。
利用者のみなさんにご協力い
ただいたアンケートからのセレ
クトもあります。ご興味のあるテ
ーマがありましたら、ぜひ手にと
ってみてください。
もちろん借りることができます。

・Book Selection：先輩から後
輩へ/何を学ぶ？ [5～6月]⑩

・Book Selection：論文・レポートを
書こう！[10～12月]⑫

・Book Selection：旅[7～9月]⑪

★メール・ニュース [Jinkan-Sojin LibNews] のお申込み　⑤

人環・総人図書館を利用する方ひとりひとりに、より迅速・確実な情報をお届け
し、図書館を活用していただくためにメールによるニュースを提供しています。

●登録するには
本文に subscribe heslibml とだけ書いたメールを下記まで送信してください。
件名 (subject) や 署名 (signature) などは不要です。
majordomo@kulib.kyoto-u.ac.jp
送信元メールアドレスに対し、「heslibmlに参加いただきありがとうございます。」
といった加入された旨の英文メールが届きます。これで登録完了です。 
★Library Newsletter （ほぼ毎月発行）もご利用ください。

★情報リテラシー支援（ガイダンス・講習会）
春と秋を中心に、講習会を実施しました。蔵書検索システムKULINEによる
図書の探し方などの初歩的なものから、電子ジャーナルや論文データベース
の使い方など少し高度なものまで、様 な々内容を用意しご好評をいただきまし
た。当日の配布資料は当館Webサイトに掲載しています。日ごろ疑問に思わ
れていることを解決するチャンスです。今後もみなさんのお役に立つ講習会を
開催する予定ですので、どうぞご期待ください。（　）内人数は参加者数。

*1：利用者からの要望により、人環・総人図書館でトライアルを企画。17世
紀から20世紀初期のイギリスの定期刊行物を収録したデータベース。
*2：人間・環境学研究科から大型コレクションとして図書館機構に要望し、
導入されたデータベース。中世から近代に至る経済学文献を中心とした
社会科学関係の書籍・雑誌 を収録。


