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【お知らせ】
図書館からのお知らせ
です。システムメンテ
ナンスや臨時休館、イ
ベントの情報などをお
知らせしています。

【新着資料】
⽇替わりで新着資料を
ご紹介しています。

【開館カレンダー】
開館カレンダーです。
本館・分館（半⽥・名
古屋・東海）別に確認
できます。
なお本館の「学修⼯
房」は本館閉館時間帯
にも利⽤できる場合が
あります。

【データベース・国内
論⽂・電⼦書籍検索】
インターネットで利⽤
できるデータベースや
電⼦資料にリンクして
います。
新聞記事・雑誌論⽂の
検索のほか、電⼦
ジャーナルや電⼦書籍
が利⽤できるものもあ
ります。

▼ キャンパス別新規購読雑誌

【カテゴリ検索】
・貸出ランキング
・講義推薦図書
が検索できます。

▼ 図書館のウェブサイトを活用しよう

【マイライブラリ】
マイライブラリは⾃分
専⽤のページです。
・借りている図書
・貸出履歴
・⽂献複写の依頼状況
・ブックマーク
などが確認できます。

▼ 図書館からのお願い

【通常検索】
【詳細検索】
本学の図書や雑誌、視
聴覚資料（DVD）が検
索可能です。
・他⼤学所蔵
・国⽴国会図書館蔵書
・国内論⽂(CiNii)
なども検索できます。

CONTENTS

▼▼▼選書ツアーに
行ってきました！

図書館で提供している様々な情報・お知らせを掲載しています。
現在の図書館サービスは、図書館の建物の中で⾏っているサー
ビスと同様に、インターネットで提供するサービスが⼤変多く
なってきました。
図書館のホームページは、蔵書検索やマイライブラリ、電⼦
ジャーナル・電⼦書籍・各種データベースなどインターネット
で提供するサービスへの⼊⼝になっています。便利な機能をぜ
ひ活⽤してください。

図書館HPアドレス

https://library.n-fukushi.ac.jp/library/

O

その他のご不明な点は
【利⽤案内】【よくあ
る質問】【ヘルプ】を
ご確認ください。

キャンパス別

図書館
からの
お願い

館内での飲⾷はご遠慮ください。
資料の汚損やパソコンの故障を防
ぐためです。なおフタがきっちり
と閉まる⽔筒やペットボトル等の
飲み物は⽔分補給の重要性から例
外的に許可しています。

USBメモリの抜き忘れにご注意を︕
USBメモリの忘れ物が⼤変多くなっ
ています。パソコンを使い終わった
ら、USBメモリも忘れずに持ち帰り
ましょう。忘れたかも︖と思ったら
お気軽にカウンターまで。

美浜本館

東海分館

名古屋分館

インター
ナショナル

⽇本福祉⼤学付属図書館

美浜本館 ︓ 〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥⽥会下前35-6 TEL︓0569-87-2325
半⽥分館 ︓ 〒475-0012 愛知県半⽥市東⽣⾒町26-2 TEL︓0569-20-0121
東海分館 ︓ 〒477-0031 愛知県東海市⼤⽥町川南新⽥229番地 TEL︓0562-39-3817
名古屋分館︓ 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代⽥5-22-35 TEL︓052-242-3058
Email
︓ nfulib＠n-fukushi.ac.jp（図書館代表）

新規購読雑誌

nursing
care
research

『教員養成セミナー』
『ケースファイル』
『そだちの科学』

『Journal of neurophysiology』『インターナショナル
『Forum Strafvollzug』
nursing care
『Bewahrungshilfe』
research』

『精神科治療学』
『精神療法』

子ども発達学部 3年

選書ツアーってなに？

学生のみなさんが
実際に本屋に
出向いて図書館に
おく本を選ぶ
企画です。

『ニューヨーク
の女性は1本の赤い口紅で運命を変える』
一色由美子/著 SBクリエイティブ 【美】 159/I85/
社会福祉学部 1年
『ひとつむぎの手』
知念実希人/著 国際福祉開発学部 4年
新潮社
『できそこない
【美】
博物館』
913.6/C46/
星新一/著
新潮社
【東】913/H92/

どうやって参加するの？

実施日のひと月ほど前に図書館内に
募集ポスターを掲示しますので、
そちらを見て申し込んでください。

なるほど～。
事前説明会で顔をあわせ、
一緒に大学から移動して
参加することで
顔見知りが増えますよ。

国際福祉開発学部 1年
この本はとてもおもしろいです。私が日本の文
化や人々をよりよく理解するのに役立ちます。
私は友達にこの本を紹介しました。友達はこ
の本を読み、内容に驚いて興奮していました。
私は友達の誕生日にこの本をプレゼントする
予定です。

『日本の365日を愛しむ』 本間美加子/著
東邦出版 【東】386/H85/

社会福祉学部 1年

『森のノート』
酒井駒子/著
筑摩書房
【美】726.5/Sa29/

「森のノート」は絵本作家で
ある酒井駒子さんが森の家
で過ごす日々を綴ったエッ
セイが収められています。
酒井さんが描く子ども達は
愛らしく何処か儚い様子が
感じられます。この本を読み
終わったとき、不思議と深い
森を抜けてきたような気分に
なるはずです。

子ども発達学部 3年

子ども発達学部 3年
『ファミリー
デイズ』
瀬尾まいこ/著
集英社
【美】914.6/Se76/

スポーツ科学部
『イチロー
継続する
言葉100』
英和出版社
【美】
783.7/I17/

1年
イチロー選手なら
ではの思考の中
にもこれからの人
生の中で参考に
なる部分がある
と思います。

『マンガ食堂』
梅本ゆうこ/著 リトルモア 【美】596/U71/

国際福祉
開発学部 1年
『三日間の
幸福』
三秋縋/著
KADOKAWA
【東】
913/Mi11/

国際福祉開発学部 4年
“とにかくコスパが
良い本だ”
僕はこの本を読ん
で実感しました。
集中力をつける
やり方を全て実践
したのですが全て
『30秒集中法』 集中効果を実感
森健次朗/著 しました！！！
ワニブックス
【東】141.4/Mo45/

社会福祉学部 1年
この本は独特な世界観や個性
的な登場人物、それらが織りな
す不思議で面白い物語。
読めば読むほど引き込まれてい
くような感覚になります。
最初はページ数の多さに驚きま
すが、いざ読んでみると、さらっ
と読めてしまいます。
『悲鳴伝』
西尾維新/著 講談社 【美】913.6/N86/

国際福祉開発学部 1年
～自分を生きるって、
むずかしい～
まず自分に正直であることが
大切だと分かっていても
案外難しくて、なかなか思うよ
うにいかないことは多いと思
います。
『「違うこと」をし そんなとき、この本を読んで少
しヒントをもらうのはどうでしょう
ないこと』
吉本ばなな/著 か？ 大切なことに気づくこと
ができるかもしれません。
KADOKAWA
【東】914.6/Y91/

健康科学部 2年
Amazon Web Services
とは、アメリカの
amazon.comが提供
するインターネット
サービスです。
この本では、情報
工学専修の講義で
『ゼロからわかる 学習した内容の実
践的なことが書か
Amazon Web
れていてとても参考
Services超入門』
になりました。
大澤文孝/著
技術評論社 【半】 007.6/O74/

