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九州大学を卒業後、３年間勤めた銀行を退職し、図書館職員として働き始め６ヶ月が経ちました。
今は中央図書館の利用支援課に配属され、文献の取寄せやカウンター業務を担当しています。
働きながらの転職活動は大変でしたが、今振り返ると、仕事をしていても自分次第で色んなこと
が出来るのだと思うようになりました。学生時代には、よく友人と「今しか出来ないことをしよう」
と話していましたが、案外、多くのことは社会人になってからも実現出来るのかもしれません。
私は、ゼミ以外の単位を取り終えた４年後期に、所属ゼミの先生から許可を頂いてオーストラリア
に短期留学しました。留学を通して語学力がつき、海外での生活を経験することは自信にも繋が
りました。
一方で、留学をせず４年間の集大成としてゼミ活動に取り組むことも、同じ様に有意義であったろ
うと想像します。社会人になった今、一人での海外留学よりも、仲間と共に議論することや、友人と行く小旅行の方が、思いのほか実現し
づらくなったように思います。
私は４月に九州大学に来てから、学生時代の思い入れがある場所で働ける喜びを感じながら、充実した毎日を過ごしています。
九州大学の職員、また卒業生として、みなさんのここでの生活も、より実りあるものとなることを応援しています。

（中央図書館 文献流通サービス係 岩﨑 崇宏）
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伊都図書館

芸工図書館

レポートの書き方講座 開催
　　　　　　　　　＆ 実験レポート講座 スタート！

科学の種まき はじめました

伊都図書館ではレポートの書き方講座を春学期（5月）、夏学期（7月）に開催しました。
講師は、これまで数々のレポートを執筆してきた図書館TA（Cuter）の大学院生。
具体的なレポート執筆例をもとにグループワークも織り交ぜながら、論証型レポートの
書き方のコツをお伝えしました。
そして秋学期には、これまで要望の多かった実験レポート講座を新たに開催します！
１年生の「自然科学総合実験」から、卒業研究まで使える実験レポート
の考え方、書き方をお教えします。

芸術工学図書館では、今年度から「サイエンス・プランター」を開催しています。
教職員、学生が行っている研究や活動を紹介するイベントで、気軽な雰囲気の参加しやすいセミナーです。
「プランター」の名前どおり、興味の芽を育むイベントを目指しています。

悪い例と
改善の見本が
参考になった。

僕たちが教えます。
レポートに不安がある方は
いつでも学習相談デスクの
Cuterに声をおかけ

ください！

授業では
学べないことが
学べた！

◆ 実験レポート講座
開催期間：１０月１２日～１９日、１０月２７日～１１月２日
＠伊都図書館1Fラーニングコモンズ
日時等、詳細は図書館ウェブサイトをご覧ください。

◆ 2017年10月以降のセミナー
「サイエンス・カフェをデザインしよう！」
１０月１９日（木）　講師：小林　良彦　先生（基幹教育院）

「きゅうとNEWSLETTER」のバックナンバーはwebで閲覧できます！
九州大学附属図書館の広報誌「きゅうとNEWSLETTER」は、過去に発行されたものも
九大コレクションから閲覧できます。知っておくと便利！な図書館の活用方法がたっぷりです。

Vol.1
使ってはいけないエセ

心理学 

使ってもいい心理学

7月20日（木）
講師：
妹尾 武治 先生
（芸術工学研究院）

Vol.2 
生物のリズム現象：

科学と芸術の交差点

8月9日（水）
講師：
伊藤 浩史 先生
（芸術工学研究院）

Vol.3 
他者の眼をとおして知

る私

～色覚の進化と多様
性～

9月14日（木）
講師：
平松 千尋 先生
（芸術工学研究院）

皆さんのご参加を
お待ちしております！

自著紹介 本学教員より寄贈いただいた著作です。ぜひ読んでみてください。
確率解析

谷口説男，松本裕行共著

ISBN:9784563010850

　1942年に伊藤清博士により創始された確率解析

は、確率論にとどまらず、偏微分方程式、数理物理

学、数理ファイナンスへの応用を含め、広く展開・応

用されている。本書は、その中核をなす、マルチン

ゲール理論を背景とする伊藤解析とブラウン運動に

駆動される確率過程の変分法であるマリアバン解析

について体系的な説明を行っている。さらに、それら

の経路空間上での解析への応用について解説して

いる。確率過程の基礎的な事項からはじめることに

より、初学者ができるだけ少ない予備知識で読める

ように配慮している。

［所蔵館：伊都］

培風館　2013

確率微分方程式
谷口説男著 ;新井仁之，小林俊行，斎藤毅，吉田朋広編

ISBN:9784320112018

　確率微分方程式は、拡散過程の構成、偏微分方

程式理論や数理物理学への応用など様々な分野で

広く利用されている。さらに20世紀終盤には数理

ファイナンス理論の発展の基礎として用いられた。

本書は、確率微分方程式の解の常微分方程式的な

性質を中心に解説を行っている。また、少ない準備

で確率微分方程式を学ぶことができるよう、ブラウ

ン運動によって駆動される確率微分方程式だけを取

り扱っている。それらの応用として、経路空間での無

限次元解析への展開、数理ファイナンスへの応用に

ついて言及している。

［所蔵館：伊都］

共立出版　2016

基幹教育院　教授　熊谷　秋三

身体活動・座位行動の科学 : 疫学・分子生物学から探る健康

熊谷秋三，田中茂穂，藤井宣晴編集

ISBN:9784764411760

　本書は、身体活動・座位行動を規定している因子

を解明すると共に、身体活動・運動の実施に伴う健

康恩恵、座位行動の健康不利益をも含めた身体活

動疫学研究へのシフトの必要性に加え、疫学研究の

成果から得られた各種のヘルスアウトカムとの因果

関係を考察し、その背景にある機構を運動分子生物

学の観点から解説した。その後、運動生理学と対を

成す身体不活動の生理・分子生物学へのシフトの

必要性やコンセプトおよび具体的な研究方法論に関

しても解説した。さらに、科学的根拠に基づく健康

づくりに適した運動習慣化プログラムを紹介した。［所蔵館：中央］

杏林書院　2016

生まれつきの女王蜂はいない : 

DNAだけでは決まらない遺伝子の使い道
鵜木元香著

ISBN:9784062203234

　この本の前半は文系の学生さん向けにゲノム・エ

ピゲノムについて講義した時の内容を元に書きまし

た。学生さんからの「そもそもゲノムってなんです

か？」などの質問に答える形で講義をしましたので、

一般の方でも基礎から学んで頂けると思います。ま

た理系の学生さんや専門家の方にも興味を持って頂

けるよう最新の話題もたくさん盛り込みました。後

半は分野の全く異なる４名の方との対談になってい

ます。ゲノム・エピゲノムは生命の根幹の理解につな

がる本当に面白い分野ですので、多くの方に読んで

頂ければ幸いです。

［所蔵館：医学］

講談社　2016

附属図書館　准教授　畑埜　晃平

生体防御医学研究所　助教　鵜木　元香

オンライン予測

畑埜晃平，瀧本英二著

ISBN:9784061529229

　本書は国内でも珍しいオンライン予測に関する教

科書です。近年、様々な分野で「人工知能」がブーム

となっていますが、データから計算機で自動的に知

識やルールを学習する技術－機械学習技術－は人

工知能のコアとなる技術です。特に、機械学習にお

けるオンライン予測問題では、逐次的に与えられる

データから、「後悔がなるべく小さくなるように」そ

の都度予測を行う問題を扱っています。オンライン

予測問題は数学的にも興味深いだけでなく、数多く

の応用も包含しています。多くの方に興味を持っても

らうきっかけになればと思います。
［所蔵館：中央／伊都］

講談社　2016

言語文化研究院　准教授　秋吉　收

魯迅 ―野草と雑草―

秋吉 收著

ISBN:9784798501918

　日本の学校教科書に唯一取り上げられる中国近

代の作家魯迅。彼は毛沢東から聖人とまで称えられ

た、世界的にも著名な作家です。その偉大な作家魯

迅の作品の多くが実は「模倣」に支えられていたこ

とを、本書は初めて明らかにしました。しかもその模

倣対象は、芥川龍之介や夏目漱石、与謝野晶子や佐

藤春夫などの日本作家が一つの中心だったのです。

魯迅を戴く中国の研究界は認めたくないこの刺激的

な研究成果、あなたもぜひ手にとって文学研究の醍

醐味を体験してみて下さい。魯迅の最高傑作『野

草』の新しい全訳も収録しています。［所蔵館：中央／文系］

九州大学出版会　2016

法学研究院　教授　田中　孝男

新訂自治体法務入門

田中孝男，木佐茂男編

ISBN:9784875556855

　本書は、職務経歴の少ない若手の地方公務員（自

治体職員）を念頭に置いて、地方自治制度の要点、

法の意義や仕組みなどについてまとめた入門書で

す。高校を卒業してそのまま県庁や市役所に就職し

た人でも、このテキストを自分で独習できるように考

えてまとめました。県庁や市役所といった自治体を

舞台としながら、私が近年は毎年担当させていただ

いている基幹教育科目「法学入門」の重要部分も学

べる内容ですので、本学に入学した１年生の方にも、

本書を手に取ってほしいと思います。［所蔵館：伊都／嚶鳴］

公人の友社　2016 基幹教育院　教授　谷口　説男
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著書を図書館にご寄贈ください

図書館では、本学教員の著作を収集・提供するとともに、交流

協定校であるソウル大学校との資料交換をおこなっています。

著作を上梓された際は、ぜひ図書館へご寄贈ください。

担当： 附属図書館資料整備室　図書受入係

　　  Tel:092-642-2327　Fax:092-642-2347

　　  E-Mail: toctosho@jimu.kyushu-u.ac.jp

九大にある資料を

探せます 世界中の学術情報を

一度に探せます
図書館で契約している

データベースが一覧できます

授業や学生生活に役立つ

情報をまとめています

図書館のマイページには、SSO-KIDとパスワードでログイン!

マイページを活用しよう

九大にある資料を利用しよう

トップ画面の検索ボックスから九大にある資料（九大コレクション）を検索。 読みたい本が・貸出中だった・他キャンパスにあるそんなときは「予約・取寄」！最寄りの図書館に通常、翌日～2日で
届きます。

所蔵情報をチェックしてから、
図書館の書架へ。

返却期限日の確認や、貸出期間の
延長はここから。延滞には気をつけよう。

読みたい本が図書館になかったときは、
購入リクエストまたは
文献の取り寄せ（他館からコピーや本を取り寄せる）

グループ学習室やオープンセミナー室が予約できるよ。実は人気スポット！
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伊都図書館でまってるよ！

４Fの学習・交流スペース
「嚶鳴天空広場 Q-Commons」も

のぞいてみてね！

おうめい

で開館中！

新中央図書館
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中国の国民的作家冰心の直筆原稿が
九大図書館で発見されました

ひょう しん

『春水』手稿本　冰心が21歳の学生時代に書いた詩
集で、みずみずしい感性が清新な口語体自由詩に表現
されています。中国新文学の幕開けを告げる文学史的
に重要な作品です。

『春水』手稿本を熱心にご覧になる何振良総領事（左
から２番目）

『春水』の朗読を披露する木原規衣さん（文学部４年：
右）と木村淳美さん（文学部３年）

医学図書館図書シリーズ展示

図書館にはこんな本あります
…なんて思っていませんか？
実は『風の谷のナウシカ』や『地球の歩き方』
全シリーズといった一般書から、『種の起源』や
『解体新書』の初版本などの貴重書まで、その守備範囲は膨大です。
総合大学であるメリットを活かした多彩なテーマと選書で、あな
たにとって意外な 1 冊 ＆ お気に入りの 1 冊が見つかることを、
職員と図書館TA（Cuter）一同心より願ってます。
後期も計画中ですので、ぜひ見に来て下さいね！

　附属図書館では、教員の皆さまから各図書館、図書室に寄贈していただいた御著書の紹介文を収集しています。今までいただいた紹介文
（2006 年～ 2016 年分）は、『きゅうとニュースレター』の自著紹介コーナーに掲載しておりましたが、2017 年以降いただいた紹介文は 12 月
から九大コレクションの詳細ページにてWeb公開の予定です。

2017年前期のテーマ
（6/24～8/21）

九大図書館には
専門書しかなくて面白くない･･･

自著紹介がWEBで読めるようになります

きゅうとニュースレターから
これまでの分はこちらから

九大コレクションへ！
2017年以降はこちらから 著作を図書館にご寄贈いただいた教員の皆さま、

ぜひ、紹介文をお寄せください。
　投稿は以下のフォームより
図書館ウェブサイト ＞ 教育・研究 ＞自著の紹介 
自著紹介文入力フォーム
https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/webform/review

Cute Newsletter13 …

　2017年6月、九州大学附属図書館の濱文
庫に所蔵される『春水』手稿本（原稿）が、執
筆から95年ぶりに冰心の自筆原稿だと確認
されました。冰心（1900-1999、日本では謝冰
心とも）は中国現代文学を代表する女性作
家で、現在でも中国の小中学校の教科書に
作品が採用されるなど、「文壇の祖母」と呼ば
れて中国の人 に々敬慕されています。

なぜ九大図書館に？
　この本が発見された「濱文庫」は、故濱一
衛九州大学名誉教授（はま・かずえ、
1909-1984）が北京留学中に集めた中国演
劇関係を中心とした資料約940点からなるも
のです。濱先生は1934年から2年間北京に
留学し、周作人（1881-1967、魯迅の実弟）
宅に寄宿していました。
　1923年『春水』は、当時北京大学教授で
新潮社文芸叢書の主編を担当していた周作
人の尽力によって刊行されました。原稿はそ
のまま周作人の手元で保管されていたので
すが、1939年10月に書斎を整理していた周
作人が見つけ出し、濱一衛に贈ったのです。
　「濱文庫に収められた『春水』の手稿本は、
受入時、写本として取り扱われ、特に注意を払
われていませんでした。ところが昨年、周作人

の日記が公開され、『春水』の原稿を濱先生
に贈る旨記されていたことから、この原稿が直
筆であることが判明しました。」（今回の発見
をされた中里見敬教授（言語文化研究院））

新たな交流へ
　今回の手稿発見のニュースは、国内外のメ
ディアで取り上げられ、大いに話題となりました。
　6月27日には、中国駐福岡領事館総領事
一行が来館され、『春水』手稿本をご覧にな
りました。本学文学部の学生による『春水』の
朗読が披露されると、熱心に耳を傾けられ、
中里見教授や宮本附属図書館長、中国人
留学生らと和やかに意見を交わされました。
　また、本学の学生が企画運営している中国
語ランゲージテーブルという活動の中で、中国
人留学生が『春水』の詩を日本人学生に解
説するなど、ちょっとした『春水』ブームが起こり
ました。中国人留学生からは、このニュースを
国内の家族や友人と微信でシェアしました、
九大の留学生であることをますます誇りに思
います、といった声も多く寄せられています。
　戦前の中国の文人と日本人留学生との交
流は、戦中・戦後の混乱で中断を余儀なくさ
れましたが、80年の時を経て、新たな中国と日
本の交流を生み出してくれています。

来秋

完 成 お
め で

と う
～ ♪



センター2号館へ

新中央図書館の建物が完成しました！新中央図書館の建物が完成しました！
2017年9月末日、伊都キャンパスイーストゾーンに新中央図書館の建物が完成しました。
現在利用できるのは、先行開館中のエリアのみですが、2018年10月の全面開館に向けて、
資料の移転や家具の設置など、着々と準備をすすめています。

閲覧席は大迫力の吹き抜け空間に。
ここに入れるのはもう少し先になります。
左手の壁面書架にはたくさんの本が、
中央のブリッジには机や椅子が並ぶ予定です。
そして右手の窓際には眺めのよいカウンター席が。
全面開館したら、ぜひお気に入りの場所を
探してくださいね。

先行開館中のアクティブ・
ラーニング・スペースです。
可動式の机・椅子を配置した
フレキシブルで居心地の良い
ひろーい学習空間。
どうぞご利用ください！

# 2018年10月が待てない

26,799

# 新中央図書館  # 先行開館

1,234

kyushuunivlib …

今年の11月にはブリッジが開通！
センター2号館の3階とつながり
ます。
センターゾーンからのアクセスが
ぐんと便利になりますので、
ぜひ新中央図書館へ
来てくださいね。

# 雨の日も濡れない！

2,468

最新情報はWeb&SNSで！
■「新図書館情報」Webページ
最新の新図書館・移転関連情報は、附属図書館Webサイトの
「新図書館情報」バナーをクリック！

■附属図書館公式SNS
新図書館に関する最新の情報を、撮れたての画像とともに
配信中。ぜひご覧ください！

新中央図書館に関する情報とともに資料の移転スケジュール
や、それに伴うサービスの変更点等をご案内しています。

FollowMe

@kyushuunivlib @QLib_info @kyushuunivlib

2017.9

2018. 4

2018.10

建物完成！
全部で約260万冊の
資料を移転するよ！

自動書庫に入庫され
次第利用できます

しばらくの間
使えません
ごめんなさい

新着雑誌室は
7月末まで使えます

グランドオープンの
準備をします！

新中央図書館部分開館中！
資料のおひっこし

新中央図書館休館

書架の設置

自動書庫行き資料の移転

開架書架行き資料の移転

2018.8～9

文系合同図書室閉室
2018.3末

箱崎中央図書館閉館
2018.7末

2018.4～

学生用図書・新着雑誌の移転
2018.8～9

これから移転が本格化してきます。
期間中、ご不便をお掛けしますが、
代替手段etc.ご案内していきますので
ご理解ご協力お願いいたします。

全面開館までのスケジュール

2017.10

新中央図書館 グランドオープン！！

新中央図書館に関するQ&A
Q1. 箱崎の図書館はいつまで使えるの？
A1. 文系棟にある文系合同図書室は、2018年3月末まで使えます。
 4月からは閉室しますが、新着雑誌室のみ7月末まで開けてい

ます。文系合同図書室前の返却BOXは、2018年７月末まで設
置します。

 中央図書館は、2018年7月31日まで使えます。
 8月からは閉館しますが、8月11日までは、自由閲覧室・視聴覚

ホール等を学習スペースとして開放します。正面玄関からぐるり
と裏にまわって六角堂側の入り口をご利用ください。

 玄関前の返却BOXは、9月末まで設置します。

Q2. 2018年8-9月は、図書館や図書館の資料は使えないの？
A2. 2018年8-9月は、開館準備のため、箱崎の中央図書館も伊都

の新中央図書館も使えません。ですが、伊都図書館や他のキャン
パスの図書館は通常どおり開館していますので、そちらをご利
用ください。すでに新中央図書館に移転済みの資料について
は、開館している図書館に取り寄せて利用することができます。

Q3. 卒論のために読みたい本が「移転中」となっているのですが、ど
うすればよいですか？

A3. 「移転中」と表示される資料は同じ資料が学内になければ、他機
関から取り寄せることができます。取寄せ費用は図書館が負担
しますので、Webからの申し込みの際に、備考欄に「移転中によ
り利用ができないため」とお書きください。

 詳しくは、こちら
 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/news_relocation/201706
 をご覧ください。

Q4. どの時期にどの資料が使えなくなるのか、具体的に教えてくだ
さい。

A4. 図書館Webサイト＞新図書館情報＞資料の移転　のページ
に、各館室の最新の資料移転情報を掲載していますので、こちら
でご確認ください。

 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/relocate/
 また、使えなくなる前に、事前に長期に借りておくことができま

す。詳しくは、こちら
 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/news_relocation/201706

をご覧ください。

Q5. 箱崎文系の院生です。
 2018年度に他大学から図書を取り寄せる場合、箱崎で受け取

るためにはいつまでに申し込めばよいですか？
A5. 箱崎中央図書館の窓口は7月末で閉まりますので、取り寄せ期間

を考慮し、7月10日前後の受付分までは箱崎でお渡しできる予
定です。詳細については、2018年度に入ってからご案内します。

Q6. 新しい中央図書館でアルバイトをしたいです。いつ募集がありま
すか？

A6. 2017年12月に箱崎の中央図書館で、新中央図書館でも継続
して働ける方を条件にアルバイトの募集（2018.2勤務開始）
をします。

 伊都での募集は、2018年12月頃に行う予定ですが、途中で
臨時に募集することがあるかもしれません。

 募集の際は、館内に募集ポスターを掲示しますので、お見逃しなく！

さよなら箱崎
文系合同図書室編

文系合同図書室は、2018年3月をもって閉室します。
三人の方に、図書室への想いを語っていただきました。名誉教授（法）

西村 重雄先生

～図書室惜別～

　いよいよ、図書室の伊都移転が、間近い。
着任してローマ法関係蔵書の充実ぶりに感
激したときから既に35年の歳月が流れた。
 
　さて、喜びも悲しみも、人との対話によって、
一層嬉しく、また、よく癒される、と言われる。今
では、世界中の人 と々いとも簡単に対話が出
来る時代となった。しかし、人としてどう生きる
べきか、法と正義とは、あるいは、そもそもわれ
われが「知る」とはどのようなことなのか、など
の問題に苦しむときは、同じ深い悩みの中で
書き綴られた書物が、時代を超えて、われわ
れの心に迫るものを持っていることも事実で
ある。本を通じて過去の人との対話を深める
により、解決とは言えずとも、問題のありかが
明快なものとなることもあろう。とりわけ、わが国
は西洋東洋を問わず原典も翻訳もほとんどそ
ろっている、という世界でも珍しくまた恵まれ国
であることも有難いことである。
 
　先学以来長年使い慣れた文系書庫との
惜別はまこと筆舌に尽し難いものがある。し
かし、新しい世代による活発な「対話」が新
天地で展開されることを思うと、今後が大い
に楽しみである。

人間環境学府 
教育システム専攻 
博士後期課程2年

小林 昇光さん

～「知」と汗と埃にまみれた
　文系合同図書室での日々 ～

　他大学から修士課程に入学し、初めて
書庫に入った時の感動は今も忘れません。
床から天井まで高く積まれた本の山、分野
を問わず大量に押し寄せる魅力的な 151
万冊の背表紙の数々。一瞬で文系合同図
書室の虜になり、利用だけでは飽き足らず、
アルバイトを始めました。いざ始めると、簡単
には資料が見つからない複雑な経路と書
架。真夏は室温 37 度。それでも逞しく働く
先輩方がいました。窓口で展開される様々
な分野の先輩方との研究談義。「本当にバ
イトか？」と思う程の充実した時間。振り返
れば、文系合同図書室で過ごした時間が
私の研究生活の基盤を作ったと言っても過
言ではありません。
　文系合同図書室での日々 は私にとっての
大きな財産です。

人文科学府 
歴史空間論専攻 
博士後期課程 3 年

高村 源太郎さん

～文系合同図書室へ贈る
　感謝の言葉～

　入学以来、私にとって、大学図書館は大
学の知の象徴でした。それまでに町の本屋
や地元の図書館などで見てきた本とは全く違
う学術的な本に、これが大学かとわくわくし
たものでした。その中でも文系図書室は、
貴重な一次資料を手にとって自由に閲覧で
きる点で、他の大学図書館と比べて、学生
の研究活動をより近くで支えてくれる図書室
でした。ときには、膨大な資料を前に学問
の道のりの遼遠さを思い知らされ、またとき
には、偶然の出会いから研究のヒントを得
ることもありました。キャンパスの移転を迎え
て、図書館と共にあった学生生活を振り返り、
図書館とそこに携わってきた方 に々感謝して、
新たな図書館との出会いを心待ちにしたいと
思います。

写 真 展ありがとう
箱崎キャンパス

【全７回】
Ⅰ. 2017.10. 1～11.12 九州大学の百年　戦中・戦後編
Ⅱ. 2017.11.14～12.27 九州大学の百年　戦前・戦中編
Ⅲ. 2018. 1. 5～ 2.12 箱崎キャンパスの風景‒桂木勝彦写真展 v.１
Ⅳ. 2018. 2.14～ 3.29 箱崎キャンパスの風景‒桂木勝彦写真展 v.２
Ⅴ. 2018. 4. 3～ 5.13 箱崎キャンパスの風景‒桂木勝彦写真展 v.３
Ⅵ. 2018. 5.15～ 6.28 九大1968‒林崎价男の写真で振り返る
Ⅶ. 2018. 7. 2～ 7.31 ありがとう箱崎キャンパス　ダイジェスト

主　催 ： 附属図書館・大学文書館・文学部
協　力 ： 文学部歴史編纂室
お問合せ ： 中央図書館利用支援課
 tel. 092-642-2533　e-mail ： tousiryou@jimu.kyushu-u.ac.jp
 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/events/hakozaki

会期   2017年10月1日（日）～2018年7月31日（火）
平日 8：00～22：00　土日祝 10：00～18：00

場所 中央図書館3階

入場無料

アクティブラーニングスペース
グループ学習室
ラウンジ
自動書庫の資料

が利用できます

箱崎で使っていた
机もきれいにして

おひっこし

『伊都図書館』は
『理系図書館』に改称

机・椅子の
設置

営
業
中

箱崎
準備中

事務室の
おひっこし

♥

♥

♥

みんな

３分の１
先行開館中

来てね┏


