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 ８・９月の休館日のお知らせ 

８・９月の休館日は下表のとおりです。 

開館時間は、月～金曜日：１０：００～１９：３０、土曜日：１０：００～１３：００です。 

８月 ６日（日）、１１日（金）～１６日（水）、２０日（日）、２７日（日） 

９月 ３日（日）、１０日（日）、１７日（日）、１８日（月・祝）、２４日（日） 

夏期休業期間中の短縮開館について 

短縮開館 
８月８日（火）～９月１日（金） 

※期間中の月～金曜の開館時間は、１０：００～１６：３０です。 

    ～開館時間・休館日の詳細は「図書館カレンダー」でご確認ください～ 

夏期長期貸出を実施します！ 

休暇中にゆっくり読んでください。なお、雑誌は通常貸出（７日間）です。注意してください。 

対象者 長期貸出期間 貸出冊数 返却期限日 

学部・短大学生 ７月１４日（金）～９月 ８日（金） ２０冊 
９月２２日（金） 

大 学 院 生 ７月 １日（土）～８月２３日（水） ４０冊 

※９月で卒業（修了）予定の学生・院生、卒論作成者の登録をしている学生は、長期貸出になりません。 

 ９月で卒業（修了）予定の学生・院生のみなさんへ 

■９月で卒業（修了）予定の学生・院生は、長期貸出ではなく通常貸出の対象となります。 

■貸出最終日は９月２３日（土）です。これ以降、館外貸出を受けることはできません。 

※借りた資料は９月２３日（土）までに必ずすべて返却してください。 

※資料の館内利用（図書の閲覧や視聴覚資料の視聴など）は９月３０日（土）までできます。 

※１０月以降も図書館を利用したい方は、学外利用登録手続きを受けてください。手続き方法は

メイン・カウンター（２階）でご案内しています。 
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０１１－８５２－９１７６ （メイン・カウンター直通） 
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 図書館の調べ方：図書検索編  

蔵書検索端末（＝OPAC）は、本学図書館の図書・雑誌・AV 資料などを検索することができます。 

OPAC を使って、所蔵している膨大な資料の中から必要な資料を効率よく探し出しましょう。 

 

①タイトルやキーワードで検索する ②検索結果一覧 ③詳細画面 

  

 

④詳細画面（貸出中と予約者の確認） ⑤詳細画面（所在の確認） → （配架場所の確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥詳細画面（請求記号の確認） ⑦請求記号とは？ → 図書の住所を表す役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000～999 までの順で並んでいます。 

⑧必要事項をメモ ⑨書架分類見出し板 ⑩書棚で探す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおよその棚が確認できます。 

 

 

 

 

 

 

探している資料をピックアップ！ 

★★ 資料のある場所や利用方法がわからないときは、スタッフに気軽に声をかけてください。★★ 

 

 

この本の現在の状況、 

状況が空欄 → 所定の

棚に配架されている。 

  

 

所在をｸﾘｯｸすると表示される。 

 

2 階の第 2 閲覧室に所蔵 

 

現在の 

予約者 0 人 

現在、貸出中、 

予約はﾒｲﾝｶｳﾝﾀｰへ。 

  

図書の背表紙下部の 3 段ﾗﾍﾞﾙ 

 
 

分類番号 → 

著者記号 → 

巻冊記号 → 

 
321 

Ka62 

 

はじめて学ぶ法学 

第 2開架閲覧室 

321//Ka62 

OPAC の詳細画面をﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄするか、

必要事項をﾒﾓする。 
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～展示の紹介～ 館内 2か所で図書・雑誌とＡＶ資料を展示中！ 

  「就活特集 2017」 

6 月から就職の選考解禁となり、いよいよ就活が本格的になって 

きました。図書館では「就活特集 2017」と題して就活におすすめ 

の本を展示中です。 

  就活まっただ中の方には、エントリーシートの書き方や面接対策  

など、資格就職コーナーからピックアップしたすぐに役立つ本を！ 

  そろそろ就活に向けて情報収集を始めている方には、業界専門誌 

業界地図や就活実践本などがおすすめ！ 

  どんな仕事に就きたいのか決めかねている方、就活にまだやる気 

が出ない方には、働くとは何かを考えさせてくれる本や働く前に読 

んでおきたい本を集めました。 

  きっと皆さんの悩みに応えてくれる本があるはず！就活に図書館 

を活用して、心に描いた未来を勝ち取ってください！！  

  

展示台の配置 

上段 

公務員試験対策や業界研究に役立つ雑誌をピックアップ 

中段 

資格就職コーナーから最新のものをピックアップ 

下段 

就活にまだ時間のある方へ働くことについて考える本 

展示場所 … 第 2 開架閲覧室 

展示期間 … 8 月末まで 

 

 

ＡＶ資料「怖い話特集」 

気温が高くなっていよいよ夏が近づいてきましたね。 

夏といえばやはり怖い映画が見たくなる季節！そこで今回はホラーや

サイコサスペンスなど恐怖ものを集めてみました。 

紹介しきれないほど多くの作品の中から、おすすめの作品に紹介文

を添えて展示しています。 

  展示資料の一部を紹介しますと、「呪怨」「エクソシスト」「シックス・

センス」「オーメン」「アザーズ」「シャイニング」等。あなたはどれく

らい観たことがありますか？ 

日頃体験できない恐怖を味わって非日常感に浸るのはいかがですか。 

展示場所 … AV 資料コーナー 

展示期間 … 12 月末まで 
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８月 開 館 時 間  ９月 開 館 時 間 

１ （火） 

10:00-19:30 

 １ （金） 10:00-16:30 

２ （水）  ２ （土） 10:00-13:00 

３ （木）  ３ （日） 休館 

４ （金）  ４ （月） 

10:00-19:30 

５ （土） 10:00-13:00 

 

 ５ （火） 

６ （日） 休館  ６ （水） 

７ （月） 10:00-19:30  ７ （木） 

８ （火） 

10:00-16:30 

 ８ （金） 

９ （水）  ９ （土） 10:00-13:00 

１０ （木）  １０ （日） 休館 

１１ （金） 

休館 

 １１ （月） 

10:00-19:30 

１２ （土）  １２ （火） 

１３ （日）  １３ （水） 

１４ （月）  １４ （木） 

１５ （火）  １５ （金） 

１６ （水）  １６ （土） 10:00-13:00 

 １７ （木） 
10:00-16:30 

 １７ （日） 
休館 

１８ （金）  １８ （月） 

１９ （土） 10:00-13:00  １９ （火） 

10:00-19:30 
２０ （日） 休館  ２０ （水） 

２１ （月） 

10:00-16:30 

 ２１ （木） 

２２ （火）  ２２ （金） 

２３ （水）  ２３ （土） 10:00-13:00 

 ２４ （木）  ２４ （日） 休館 

２５ （金）  ２５ （月） 

10:00-19:30 

２６ （土） 10:00-13:00 

 

 ２６ （火） 

２７ （日） 休館  ２７ （水） 

２８ （月） 

10:00-16:30 

 ２８ （木） 

２９ （火）  ２９ （金） 

３０ （水）  ３０ （土） 10:00-13:00 

 ３１ （木）      
      

ＯＰＡＣサーバーの停止について 

高圧電気設備の法定点検のため、ＯＰＡＣサーバーを停止します。停止中は、図書館 
ホームページ、ＯＰＡＣおよび 『マイライブラリ』 は利用できなくなります。 

 
【停止予定期間】８月１８日（金）１６：３０～８月２１日（月）１０：００ 

 
借用中資料の情報は 『マイライブラリ』 

で確認できます。図書館ＨＰまたは図書館

内の蔵書検索コーナーからご利用くださ

い。 

 

 

３階参考カウンターの受付時間 

【 月～金 】 １０：００～１７：００ 

【  土  】 １０：００～１２：４５ 

【短縮開館】 １０：００～１６：３０ 

 


