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 ８月・９月の休館日のお知らせ 
８月・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 ５日（日）、１０日（金）～１９日（日）、２６日（日） 

９月 
２日（日）、９日（日）、１６日（日）、１７日（月・祝）、 

２３日（日）、２４日（月・祝）、３０日（日） 

夏期休業期間中の短縮開館について 

短縮開館 
８月７日（火）～９月７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１３日（金）～９月 ７日（金） ２０冊 
９月２１日（金） 

大 学 院 生 ７月 ２日（月）～８月２３日（木） 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２２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２２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２９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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私私のの平平成成時時代代  

展示のご案内  ◆◆ 館内 3 か所で展示を行っています ◆◆ 

「本 で振 り返 る平 成 展 」        

 もう少しで「平成」ともお別れになりますが、平

成生まれの皆さんの印象深い思い出は何ですか？

皆さんが生まれる前からの 30 年分のトピックスを

年表にして、本で振り返って頂こうと集めてみまし

た。平成のベストセラーもピックアップしましたの

で、こちらも是非、注目して下さい！！ 

◎展示場所：2階開架入口 

 ◎展示期間：8月末まで 

 

            図書館員が語る…                

「 論 文・レポート・プレゼン 特 集 」   

はじめてレポートに取り組む方や、卒業論文に取り組んで      

いる方にも役立つ本を集めました。ここに一部紹介します！ 

レポートの書き方がわかる一冊 

「論文・レポートの基本：この１冊できちんと書ける！」 

「学生による学生のためのダメレポート脱出法」 

わかりやすいプレゼンの仕方 

 「すぐできる！わかりやすい説明の仕方」 

  ◎展示場所：2階 OPAC検索コーナー横 

「 就  活  特  集 」  

  納得できる未来をつかみ取るために！ 

図書館でできる就職活動を紹介します。 

◎展示場所：第 2開架閲覧室  

資格就職コーナーそばの棚 

   展示リストを配付しています！ 
 展示した本のリストがあれば、展示が終わ 

っても配架場所や請求 

記号が分かるので必要 

な時に探し出すことが 

できて便利！是非、活 

用して下さい。                     

  

おススメ本 

『1998年の宇多田ヒカル』 

大学生の頃、下宿のごはん

を食べながら見た TV で、

初めてデビューしたばか

りの彼女と出会いました。

彼女を TV で見かける度、

彼女の歌を聞く度に、大学

時代の様々な思い出が甦

ります…。（T）          

おススメ本 

『みんなの裁判』 

神戸連続児童殺傷事件な

ど、同世代の人間が大事件

を起こしたのがショックで

した。事件を知ることで、

当時の自分だけでなく、社

会の輪郭まで見えてくるよ

うな気がします。(N)        

 

おススメ本 『三陸物語』 

広島で震度 6 弱に遭い、以

前住んでいた夫の故郷  仙

台が震災に！地震の恐ろし

さを身をもって体験しまし

た。この本の中の「私は言

葉を大切に生きようと思い

ました」という被災された

方の言葉がいつまでも心に

残りました。(A) 

 

特別企画！ 

レポート

対策に！ 

８月末まで！ 
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 図書館の活かし方：マイライブラリ編 

『マイライブラリ』とは、図書館からのお知らせや、現在借りている資料、過去に借りた資料の確認

などができる、利用者一人ひとりの図書館の情報ページです。 

『マイライブラリ』を利用できるのは、本学の学生、大学院生、専任教職員、名誉教授、非常勤教員

の方です。 

 
『マイライブラリ』を利用するには、図書館の HP

（http://library.sapporo-u.ac.jp/）の『マイライブラ

リ』か、OPAC 検索画面の右上にある『マイライブ

ラリ』をクリックし、ログインします。 

『利用者 ID』『パスワード』は、アイトスで使用す

るものと同じです。 

 

 

 

 

 

 

 『マイライブラリ』を利用できるサービスを、いくつか紹介します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『マイライブラリ』利用後は、画面右上の『ログアウト』ボタンをクリックして、 

必ずログアウトしてください！！ 

※『マイライブラリ』は、22 時～23 時まで利用停止となります。 

★★★★★ 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。★★★★★ 

 

 

お知らせ 

図書館からの連絡事項や延滞通

知などが表示されます。 

新着情報 

指定した条件の資料が新しく図書

館に入ったときに、その情報が表

示されます。 

入手待ちの資料 

資料の予約など、図書館に依頼し

た事項の状況が表示されます。 

借用中の資料 

図書館から借りている資料の件

数が表示されます。 

『詳細を見る』をクリックすると返

却予定日が表示され、返却期限

内であれば、貸出期間の延長手

続きもできます。 

マイフォルダ 

検索したときにブックマークした資

料の情報を保存し、その情報を参

照したり整理したりして利用しま

す。 

操作メニュー：履歴 

『借りた資料』をクリックすると以

前に借りた資料の一覧を見ること

ができます。 

 

 

 

貸出期間の延長 

チェックボックスのある資料は、更

新できます。 
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８月 開 館 時 間  ９月 開 館 時 間 

１ （水） 

10:00-19:30 

 １ （土） 10:00-13:00 

 ２ （木）  ２ （日） 休館 

３ （金）  ３ （月） 

10:00-16:30 

４ （土） 10:00-13:00 

 

 ４ （火） 

５ （日） 休館  ５ （水） 

６ （月） 10:00-19:30  ６ （木） 

７ （火） 

10:00-16:30 

 ７ （金） 

８ （水）  ８ （土） 10:00-13:00 

 ９ （木）  ９ （日） 休館 

１０ （金） 

休館 

 １０ （月） 

10:00-19:30 

１１ （土）  １１ （火） 

１２ （日）  １２ （水） 

１３ （月）  １３ （木） 

１４ （火）  １４ （金） 

１５ （水）  １５ （土） 10:00-13:00 

１６ （木）  １６ （日） 
休館 

１７ （金）  １７ （月） 

１８ （土）  １８ （火） 

10:00-19:30 
１９ （日）  １９ （水） 

２０ （月） 

10:00-16:30 

 ２０ （木） 

２１ （火）  ２１ （金） 

２２ （水）  ２２ （土） 10:00-13:00 

２３ （木）  ２３ （日） 
休館 

２４ （金）  ２４ （月） 

２５ （土） 10:00-13:00 

 

 ２５ （火） 

10:00-19:30 
２６ （日） 休館  ２６ （水） 

２７ （月） 

10:00-16:30 

 ２７ （木） 

２８ （火）  ２８ （金） 

２９ （水）  ２９ （土） 10:00-13:00 

３０ （木）  ３０ （日） 休館 

３１ （金）      
      

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１７日（金）１６：３０～８月２０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 

 


