
15-1　広報関係発行物一覧（2017年度）

発行物 号    数 発行回数 発行部数 配  付  先

チャペル・アワー案内 No.235～No.238 年4回 7,000～12,000部 学生、教職員、法人内各学校、一般

キリスト教文化センター年報 2016年度 年1回 190部 教職員、法人内各学校

チャペル・アワー奨励集 第295号～第297号 適宜 1,200部 学生、教職員、法人内各学校、卒業生、一般

キリスト教文化センター案内 2018年度版 年1回 10,000部 学生、教職員、法人内各学校、一般

オープン・プログラム案内 2018年度版 年1回 2,000部 学生、教職員、法人内各学校、一般

Doshisha Spirit Week 講演集 2016年 適宜 1,500部 学生、教職員、法人内各学校、一般

人権教育委員会編
チャペル・アワー奨励：人権問題選集
「現代の人権問題－この世を照らす光（良
心）となる－」

第10号（初版第1刷） 年1回 7,500部 学生、教職員、法人内各学校、一般

キリスト教主義パンフレット 日本語版(初版) 適宜 10,000部 学生、教職員

キリスト教主義パンフレット 英語版(初版) 適宜 1,500部 学生、教職員、一般

キリスト教主義パンフレット 日本語版 適宜 21,000部 入学一次手続者、学生

D-SPIRITS 2017年度版 年1回 10,000部 学生、教職員

クラブ・サークルマガジン
WHO ARE WE?

2017年度版 年1回 13,000部 学生、教職員

イマデガワでイチバンの地域情報誌
イマ＊イチ

4～6月号
10～12月号

年6回
（4･5･6･10･11･12月）

4,000部 学生、教職員、一般

イマ＊イチ～夏号・冬号～ 夏号、冬号
年2回
（7月、2月）

3,000部 学生、教職員、一般

課外活動の手引き 2017年度版 年1回 2,500部 学生、教職員

D-Live Net 春号 年1回 6,500部 学生、教職員

D-Live NET新入生歓迎特別号 2017年度版 年1回 12,000部
入学一次手続者以上
（一部、合格者）

さくら咲くころ、待ってます。 2017年度版 年1回 12,000部
入学一次手続者以上
（一部、合格者）

NO MORE!トラブル 2017年度版 年1回 11,000部 新入生、在学生

Student Handbook 2017年度版 年1回 30,000部 学生、教職員

障がい学生支援制度2017
案内パンフレット

2017年度版 年1回 14,000部
入学一次手続者以上
（一部、合格者）

障がい学生支援制度2016
教職員のためのガイド

2017年度版 年1回 4,000部 教職員

あまねく
（障がい学生支援室広報誌）

2016年度版 年1回 1,500部 教職員、関係大学、関係団体

学生支援センター年報 2016年度版 年1回 150部 教職員

同志社大学ボランティア支援室
活動報告書2016

2016年度版 年1回 1,000部 学生、教職員、関係機関、関係大学

ボランティア支援室紹介
リーフレット

2017年度版 年1回 10,000部 学生、関係大学、関係団体

学生支援センター
リーフレット

2017年度版 年1回 12,000部
入学一次手続者以上
（一部、合格者）

2017学生支援センター催事案内 2017年度版 年1回 16,500部
入学一次手続者以上
（一部、合格者）

学生生活支援のてびき 2018年度版 年1回 37,000部
受験生、教職員、一般、
法人内各学校

就職ガイドブック2017 － 年1回 6,600部 学生、教職員、関係大学

Dcareer 2018年度版 年1回 15,000部 学生

カウンセリングセンター報告 2016年度 年1回 350部 教職員、関係大学

カウンセリングセンター
だより

第47号～第49号
年3回
（4月、7月、1月）

3,500部
（4月のみ16,000部）

学生、教職員

学習支援・教育開発センターレポート
CLF REPORT

vol.27～28 年2回 1,700～1,800部 教職員、関係諸大学

大学入学準備講座講義録2017 2017年度版 年1回 500部 高校生

入試ガイド 2018年度版 年1回 195,000部 受験生、高校

転入学・編入学試験ガイド 2018年度版 年1回 3,500部 受験生

大学院入試ガイド 2018年度版 年1回 5,000部 受験生

Voice of AO Students 2017 2017年度版 年1回 3,400部 受験生、高校

入試のまとめ 2017年度版 年1回 3,600部 高校

AO入試のまとめ 2017年度版 年1回 1,600部 高校

Year Book 2017年度版 年1回 3,000部 高校

Year Book （保護者版） 2017年度版 年1回 30,000部 受験生、保護者

Jump into Global Campus － 1回 10,000部 在学生
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大学案内（英語版） 2017年度版 年1回 3,500部
海外からの来学者、
海外出張時の大学紹介

海外留学ロードマップ － 年1回 31,350部 受験生、父母、教職員

海外留学マニュアル － 年1回 9,000部 在学生、教職員

大学通信 One Purpose No.190～No.193 年4回
70,100～76,500部
号によって変動あり

在学生、在学生父母、卒業生

大学通信 One Purpose
新入学生歓迎号

2018年度版 年1回 31,240部 入学試験合格者

同志社大学広報 No.480～488 年9回 2,650部 教職員

同志社大学広報臨時 No.812～No.823 適宜 1,850～1,900部 教職員

同志社大学大学案内 2018年度 年1回 284,000部 受験生、高校、一般

同志社大学大学院専門職大学院案内 2018年度 年1回 15,000部 受験生、一般

同志社大学データブック
（日英）

2017年度版 年1回 35,000部
見学者（国内・海外）、
学会（国内・海外）、一般

同志社リーフレット － 年1回 12,000部
法人内各学校の受験生・保護者・在学生・教
職員

同志社リーフレット英語版 - 年1回 1,000部 法人内各学校受験生・保護者・校友

同志社時報 No.144～No.145 年2回
144号：6,000部
145号：15,000部

教職員、卒業生、父母、教育・報道関係者

同志社ローム記念館
プロジェクトリポート「D|R」

Vol.27～28 年2回 4,000部
学生、教職員、卒業生、法人内各学校、一般
等

図書館探索！セルフガイド
（今出川図書館）

2018年度版 年1回 9,600部 学生、教職員

図書館探索！セルフガイド
（ラーネッド記念図書館）

2018年度版 年1回 7,300部 学生、教職員

今出川図書館利用案内 2018年度版 適宜 4,100部 学生、教職員、図書利用カード発行者

ラーネッド記念図書館利用案内　2F/3F 2018年度版 適宜 2,600部 学生、教職員、図書利用カード発行者

Library Services for Faculty
大学専任教員のみなさまへ
同志社大学図書館提供サービスのご案内

2018年度版 適宜 1,100部 教員

図書館講習会e-learningを活用しよう！ 2018年度版 年1回 1,250部 学生、教職員

2018年度今出川図書館講習会一覧表 2018年度版 年1回 800部 学生、教職員

2018年度ラーネッド記念図書館講習会
一覧表

2018年度版 年1回 550部 学生、教職員

同志社大学図書館（図書館概要） - 適宜 1,400部 学外からの訪問者・学外の図書館関係者

同志社大学 ラーネッド記念図書館を
「知」る

- 適宜 3,000部 学生、教職員、一般

同志社社史資料センター報 第13号 年1回 500部
学内部課、部門研究会、全国
大学史資料協議会加盟機関 他

ハリス理化学館同志社ギャラリー
英文パンフレット

－ 年1回 2,000部 ハリス理化学館同志社ギャラリー見学者

新島旧邸 － 1回 10,000部 新島旧邸見学者

ニュースレター
『CISMOR VOICE』

24～25号 年2回 800部 学生、教職員、卒業生、一般

同志社大学リエゾンオフィスニューズ
レター「LIAISON」

vol.52～54 年3回 4,000部
教職員、一般、法人内各学校、関係大学、関
係団体

エネルギー変換研究センター　2017年度国
際連携推進事業 The 7th International
Workshop of Energy Conversion 講演資料
集

－ 1回 50部 運営委員、理工学部、海外客員教授

エネルギー変換研究センター研究成果報告
書　2016年度

－ 1回 75部 運営委員、学生、研究員、客員教授

エネルギー変換研究センター 2016年度研
究成果報告会　講演要旨集

－ 1回 100部 運営委員、学生、研究員、客員教授

エネルギー変換研究センター研究成果報告
会　特別講演「宇宙輸送系におけるエネル
ギー変換」　講演資料集

－ 1回 50部 運営委員、理工学部、講師、講演参加者

2017年度エネルギー変換研究センター　技
術セミナー
「海外客員教授講演会」講演資料集1

－ 1回 50部 運営委員、理工学部、講師、講演参加者

2017年度エネルギー変換研究センター先進
エンジン工学講座「ディーゼル燃焼技術の
最先端と自動運転の動向」講演資料集

－ 1回 50部 運営委員、理工学部、講師、研究室員

2017年度エネルギー変換研究センター技術
セミナー「エネルギー変換講座」講演資料
集

－ 1回 50部 運営委員、理工学部、講師、講演参加者

キャンパス・ハラスメント防止のために
（日英）

2017年度版 年1回 10,500部 教職員、学生

同志社大学研究倫理規準／同志社大学「人
を対象とする研究」倫理規準（日英）

2017年度版 年1回 4,600部 教職員、大学院生
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