
新入生に
読んでほしい本

大学図書館ではたくさんの電子ブックも提供
しており、ここでは、特に新入生のみなさんが
興味のありそうな資料を紹介しています。

クリックしてログインするだけで、読むことがで
きるので、ぜひご利用ください。



どんな本の気分？

電子ブックの特長

１．24 時間いつでも読める

２．図書館まで行かなくていい

３．本を持ち運ぶ必要がない

４．返却期限や本の紛失の心配がいらない

活字が苦手な人にもおすすめ

一部の電子ブックには、読み上げ機能がついています。これを利用すれば、
文字を読まずに、本の内容を知ることができます。日ごろ本を読まない方も、電
子ブックを活用すれば、気軽に知識が身に付くかも！

※資料情報の横に♪のマークがある資料は、読み上げ機能があります。
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学生生活、どうやって過ごす？

大学での学びに備えたい！

大学で学ぶ内容を先取り！

留学や外国語など海外に興味がある！

キャリアについて考えたい！

いろんなテーマの本を読みたい！



大学生になるってどういうこと？

大学生入門

大学生のためのメンタルヘルスガイド

大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A

充実した大学生活のために

大学生が知っておきたい消費生活と法律

大学生が知っておきたい生活のなかの法律

大学生のための法学 キャンパスライフで学ぶ法律入門

ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた

新聞奨学生 奪われる学生生活

デートDV予防学

依存

ハタチまでに知っておきたい性のこと

大学生のためのセーフティーネット

大学生のストレスマネジメント

女子の選択♪

大学生の生き方・考え方 脱フリーター宣言！

自信力が学生を変える

コスメの時代

こだわりと日本人：若者の新生活感

読みたい資料のタイトルをクリックすると、ログイン画面が
でてくるので、システムIDとパスワードを入力してログイン
しよう。資料の詳細画面を開いたら、以下のようなボタンを
クリックして、電子ブックを読むことができるよ。

ここで紹介している資料
は一部だよ。もっと検索
したい人はこちらから！

学生生活、どうやって過ごす？
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http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00000974
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000015862?34
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005444
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031029
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1352911&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000067732?3
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00016015
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00021788
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024424
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009585
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00018132
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000002502;jsessionid=D69FD39FA97A4F0C6E7C183AF849409A?0
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005462
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00020973
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089908?4
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029388
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=451363&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00014525
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1122748&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000048414?61


思考を鍛える大学の学び入門

大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる!

大学生の学習テクニック

大学生 学びのハンドブック

アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門

5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術

学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報リテラシー

大学１年生からの研究の始めかた

1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方

学生による学生のためのダメレポート脱出法

新・知のツールボックス 新入生のための学び方サポートブック

大学での学び方

大学１年生のための伝わるレポートの書き方

大学生のための研究ハンドブック よくわかるレポート・論文の書き方

コピペしないレポートから始まる研究倫理

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方

学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル

大学生のためのリサーチリテラシー入門

これからレポート・卒論を書く若者のために

ラボノートの書き方

実験ノートの書き方

リーガル・リサーチ&リポート 法学部の学び方

大学一年生の文章作法

自己表現の技法 : 文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション

日本語の作法 : しなやかな文章術 ♪

学習設計マニュアル

大学での学びに備えたい！
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http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000087015?39
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00019092
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00001006
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00019092
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00001807
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000048992?14
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029342
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00016042/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000045054;jsessionid=97527526A86C9A28F601206F4EA9954D?0
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00001769
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030512
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009813
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000034365;jsessionid=4C577954014B561B87C0AE2466BE97C1?0
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1362900&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00025101
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00007756
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=692383&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000045064?37
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000055943?2
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00012593
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000061493?67
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000087229?68
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000081920?59
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=358725&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000082301?41
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000083592?42


18歳から考えるワークルール

18歳からはじめる環境法

「18歳選挙権」時代のシティズンシップ教育

大学１年生からの社会を見る眼のつくり方

はじめての経営学 経営組織論♪

入門メディア・コミュニケーション

大学生のための交渉術入門

半径５メートルからの教育社会学

映画で考える生命環境倫理学

新しい視点から見た教職入門

未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学♪

スタートダッシュ経済学

つながる政治学 : 12の問いから考える

AI社会の歩き方 ―人工知能とどう付き合うか―

ビッグデータ解析の現在と未来

ネットカフェの社会学

政治を動かすメディア

「笑い」の解剖 ―経済学者が解く50の疑問―

移民とAIは日本を変えるか

フェイクニュースを科学する

ディズニーリゾートの経済学

若者は社会を変えられるか？

10代からの批判的思考 : 社会を変える9つのヒント

大学で学ぶ内容を先取り！
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http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000064578;jsessionid=DA44B2512F36266C01689CABD09C8211?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000064579?1
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00021802/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029707
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00010072/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00016123
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000053999?1
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005471/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074331?43
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029441
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00026944
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000078494?47
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00021803/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074396?1
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000064855?2
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000075547?3
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073258?5
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000081320?6
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000078487?7
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072239?8
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000015448?9
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022818/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031054


海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト

大学１年生のための中国語

英語で話すヒント♪

外国語上達法♪

TOEICテスト魔法の単語帳

日本語から考える！ 韓国語の表現

日本語から考える！ 中国語の表現

日本語から考える！ ドイツ語の表現

日本語から考える！ フランス語の表現

日本語から考える！ 英語の表現

日本語から考える！ スペイン語の表現

日本の笑いと世界のユーモア

留学英会話ハンドブック ―Campus English A to Z―

海外の大学・大学院で授業を受ける技術

はじめての留学スーパーガイド

異文化間コミュニケーション入門

留学や外国語など海外に興味がある！

同時に閲覧できるのは1名のみのため、「同時
アクセス数に達しました」と表示される場合は
時間をおいてから、アクセスしてください。
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http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00027446
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074383?2
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072891?5
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085137?6
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000015499?10
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005532/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005532/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005529/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005534/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005528/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00005530/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044648?11
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000015507?13
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=296751&lang=ja&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=296749&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000000163?60


インターンシップ キャリア形成に資する就業体験

大学生のためのキャリアガイドブック

学生時代にキャリア力を身につけよう

わかりやすいキャリア学 ―成長するためのキャリアデザイン―

文系ＡＩ人材になる♪

人生１００年時代の「幸せ戦略」 ♪

パンダ ネコをかぶった珍獣♪

世界の国1位と最下位 ―国際情勢の基礎を知ろう― ♪

平安女子の楽しい!生活♪

AKB48、被災地へ行く♪

村上春樹は、むずかしい♪

トレーニングの科学 【動画】 ♪

食べられる生きものたち♪

コンプレックス♪

世界で一番やさしいインテリア

ボランティアを生みだすもの

キャリアについて考えたい！

いろんなテーマの本を読みたい！
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http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00027386
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000082293?30
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00013550/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000063080?66
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00027748
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00025953
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073131?10
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073086?15
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073105?19
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073109?23
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072949?28
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000060948;jsessionid=0181049F6CC2582D6E73B56ED35C32FE?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000001036?65
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085082?12
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000063841?54
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000040913?69


大学図書館Webサイトトップページ上部の「学外アクセス」をクリックする

注意事項を読み、「学外アクセス機能を利用する」をクリックする

関西学院システム利用ID・パスワードを入力してログインする

※学外アクセス機能は30分間セッションの更新
がない場合、切断されます

大学図書館では、多くの電子ブックを提供しています。
キーワードで検索をすれば、読みたい本が見つかるかもしれません。

学外アクセス機能を利用すれば、電子ブックなどを自宅のPCやスマホで、

見ることができます。電子ブックを開く前に、以下の手続きをしてください。

もっと電子ブックを読みたい！
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https://library.kwansei.ac.jp/


サービス選択画面で「電子ブック」をクリックする

タイトル欄にキーワードを入力するなどして検索し、読みたい資料をクリックする

「本文を見る」の下にある をクリックする

資料詳細の画面で、 などのボタンを
クリックする。
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実際に大学図書館にも行こう！

大学図書館に行けば、もっと
いろんな資料があるよ！

各キャンパス３F 新書・文庫コーナー

西宮上ケ原：2Fラウンジ
西宮聖和 ：４Fブラウジングコーナー
神戸三田 ：２Fﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞ雑誌、４Fﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞ図書

話題の本、資格の本、就活の本、
ファッション誌等もある！

洋画、邦画、ドキュメンタリー、
ディズニーなどのアニメーション
が観られるブースがある！

西宮上ケ原 ：2F視聴覚資料利用コーナー
西宮聖和 ：４F視聴覚室
神戸三田 ：２F視聴覚コーナー

人気の文庫や新書も図書館に
行けば借りられる！
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2021 年 4月
関西学院大学図書館

https://library.kwansei.ac.jp/

図書館の利用でわからないことが
あれば、レファレンスカウンターで
質問してね

本の妖精
ほんだくん

https://library.kwansei.ac.jp/

