
 図書館利用案内2021

 時間外「特別利用マニュアル」

 マルチメディアセンター利用案内

資料
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本日のスケジュール（15:00-17:00）

 マルチメディアセンターの紹介（本山准教授）

 滋賀医科大学附属図書館の紹介（職員）

 マルチメディアセンターでの「実習」

 図書館内自由見学
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2021年度新入生オリエンテーション

2021.4.2

滋賀医科大学
附属図書館の紹介＊利用方法
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図書館の位置
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⑬ 図書館・マルチメディアセンター

③ A・B講義室
（医学科A・Bクラス）

④ 看護第二・三講義室
（看護学科）



利用可能時間

 利用可能時間

月-金 8:00-20:00

土・日 9:00-17:00

 休館日

祝休日

年末年始（12月28日～1月4日）
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現在の利用可能時間と時間外「特別利用」
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日 月 火 水 木 金 土

8:00～20:00

13:00～17:00 13:00～17:00

00:00

9:00

24:00

20:00

時間外
9:00～13:00

時間外
9:00～13:00

利用可能時間 月-金 8:00-20:00, 土・日 9:00-17:00
※ 月-金 9:00-20:00,土日 13:00-17:00は職員（or 学生アルバイトさん）が常駐しています

時間外 土・日 9:00-13:00
※ 職員が不在のため、入館の際は、図書館内側の自動ドア右側にあるカードリーダに学生証

をスライドさせて開錠します。

17:00

13:00



「特別利用」時は、利用証の認証により
正面入口の自動ドアを開ける必要があります
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時間外「特別利用」

＜入館時＞

内側の自動ドア右側のカードリーダ

＜退館時＞

図書館の中の壁にあるカードリーダ

土・日 9:00-13:00
の利用の仕方



図書館を利用するときは

必ず学生証を持参しましょう

学生証は図書館の利用証を兼ねています

・入館

・資料の貸出

・「特別利用」時の入退館
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入館・退館の方法

入口ゲートのカードリーダに
利用証(職員証)をかざすと

ゲートが開きます

入館
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カードリーダ

退館

出口ゲートを進むと、自動的
にゲートが開きます

*図書無断持ち出し装置を設置



カウンター（窓口）

マルチメディアセンターとの合同カウンターです
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資料や機器の貸出・返却、利用に関することやネットワークに
関することなど、困ったことがあればお気軽にお尋ねください



★専門図書（医学、生物学、看護学等） 約17万冊

★学術雑誌 約2,300誌

★国家試験関連資料
★電子ジャーナル・電子ブック 約27,000タイトル

★データベース

高校までの図書館や公共図書館とは異なる

 どんな時に図書館（の図書や雑誌）を使う？
・レポート等を書くため調べものをする時

←大学ではレポートの課題が出される

・勉強（自習）する時

附属図書館の資料
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資料（図書・雑誌）の探し方

 CanZo(カンゾー)

滋賀医科大学附属図書館蔵書検索を使います

タイトルやキーワード等から、
探している資料（図書・雑誌）
が滋賀医科大学にあるかどうか、
ある場合はどこに置いているか
をインターネットで調べること
ができます
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タイトルやキーワードを入力



資料種類 配架位置 配架順等

図書

一般図書 1階 請求記号順

専門図書
（生物・医学・看護学等）

２階

参考図書 1階

雑誌
欧文（英語等） １階

誌名のABC順
和文（日本語） ２階

新聞（英字新聞を含む） ラウンジ
過去１ヵ月分は
カウンター

視聴覚資料、語学資料(一部) 語学学習室
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資料（図書・雑誌）の配置



資料（図書・雑誌）の配置
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1階：一般図書 1階集密書架：欧文雑誌（和文雑誌は2階にあります）

2階：専門図書 2階：新着図書の展示



貸出・返却 貸出冊数・貸出期間

・返却期限内で他の利用者からの予約がなければ更新(延長)できます
・延滞するとペナルティとして延滞した日数分が貸出停止になります！

貸出冊数 貸出期間 更新の可否

図書
合計5冊
（5点）

1週間

○（1回のみ）

マイライブラリ、
カウンター、ＴＥＬ

製本雑誌

×視聴覚資料
合計10冊
（10点）

3日間
未製本雑誌
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貸出・返却 未製本雑誌と製本雑誌

＜未製本雑誌＞
貸出期間：3日間

＜製本雑誌＞
貸出期間：1週間

未製本の状態から約1年分をまとめて製本します 16



貸出・返却

 自動貸出返却装置・カウンターで

（未製本雑誌・視聴覚資料はカウンターのみ）

返却期限を守りましょう！

＊閉館時の返却は

ブックポストでもOK
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予約・リクエスト

 予約

希望の図書が貸出中の場合、予約が

できます

 リクエスト（購入希望）

図書館で購入してほしい図書がある時、
希望を出すことができます

（マイライブラリ または カウンターで）
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図書館Webサイト

ここから様々な情報にアクセスできます

・図書館からのお知らせ

・CanZo(蔵書検索)

・マイライブラリ etc.

19

・図書の予約・更新

・文献複写・現物貸借

の申込みがインターネット
でできるサービス

マイライブラリとは？



 私費（２階）階段上がってすぐ

現金・プリペイドカード併用１台
プリペイドカード専用 2台

＊コピーの際には、著作権を守りましょう
図書館でコピーできるのは・・・

・図書館の資料のみ
・調査・研究のため
・一部分を1部のみ
！雑誌の最新号は複写できません！

館内資料の複写（コピー）

（大学生協売店で販売）
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大学内にない資料を入手するには

 他大学・機関の資料が利用できます

（図書館間相互利用）

１．文献複写 ： 論文コピーの取り寄せ （実費負担）

２．現物貸借 ： 図書の取り寄せ （実費負担）

３．直接訪問 ： 他大学等の図書館へ直接行って利用

（事前予約や紹介状が必要な場合がありますので

カウンターで申し込んでください）
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調査・相談（レファレンス）

わからないことがあれば、お気軽にカウンターへ！

図書館員がサポートします

文献検索の方法を説明する
講習会も行っています

詳細は、メール・図書館
ホームページで広報します
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 ラウンジ
：新聞・一般雑誌

 情報検索コーナー
：検索用パソコン 6台

 語学学習室
：語学学習教材・視聴覚資料

館内の施設・設備
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ラウンジ

情報検索コーナー

語学学習室



お願い（みんなが気持ちよく使えるように）

・食事・喫煙はできません
＊飲み物は、ペットボトルや水筒など密栓できる容器のみOK

・ゴミはお持ち帰りください

・席の占有はやめましょう

・学生証の貸し借り・資料の又貸しは

やめてください

※利用を停止する場合もあります
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お願い（みんなが気持ちよく使えるように）

・携帯電話での通話は決められた場所で
＊中庭（ウッドデッキ）とラウンジのみOK

・大声で話すことはやめましょう

・節電にご協力ください

＊エレベータは使わない！
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展示図書コーナー

定期的にテーマを決めて所蔵資料を展示しています

（貸出もできます）
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“新生活応援フェア”やってます♪
2F

～新入生歓迎～
「本学教職員がすすめる
この本 2021」開催中！1F



 図書館入口すぐの検索コーナーにて、

「ぷち講習会」を開催しています

 火・金曜日 11:00- , 16:30-

 各回15分程度。事前申込不要！

 データベース検索等をPCを使って

実習方式で実施

 開催時間に図書館カウンターへ

ぷち講習会について（現在休止中）
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最後に
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みなさまのご来館を
お待ちしております

滋賀医科大学 附属図書館 利用支援係
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町

Tel：077-548-2080 Fax：077-543-9236

E-mail：hqjouser@belle.shiga-med.ac.jp

http://www.shiga-med.ac.jp/library/

～ 4月27日（月）・ 28日（火）～

講義「情報科学」で、図書（本）の探し方等を
パソコンを使って実習します


