
図書館利用説明会初級編 2022 年度 

図書館で情報収集をしよう！ 

■ メディアの特徴を知ろう 

 速報性 信頼性 備  考 

本・雑誌 △ ○ 中身の信頼性は高いが、入手まで時間がかかる 

Web サイト ○ ？ 手軽に情報を入手できるが、内容が正しいか注意を！ 

  

■  資料の探し方・利用方法 

◎OPAC から探す ⇒ 実習でマスターしよう！ 

◎分野から探す  ⇒ 図書館の本はジャンル（分野）ごとに番号がふられ、その番号は、背表紙に貼っ

てあるシールに表示されています。自分に関係のある分野の番号（分類番号）と

棚の場所を覚えておこう。 

◎本の並び方   ⇒ 本棚の側面に分野番号の表示が貼ってあり、棚の中の本は左から右へ並んでいます。 

◎新聞・雑誌   ⇒ 新聞コーナー（１階）、学術雑誌コーナー（４階） 

◎自動書庫の資料 ⇒ 各階にあるプリントラボの OPAC から「出庫指示」ができます。1 階か 4 階のカ

ウンターで本を受取ってください。 

■  図書館の利用方法（基本事項） 

 ・開館時間  

 月～金 土 日・祝日 

授業期間 
８：３０－２２：００ 

９：００－２０：００ 

１３：００－２０：００ 定期試験中 ９：００－２２：００ 

長期休暇中 ９：００－２０：００ 

 

・貸出・返却：貸出→1 階カウンター、1 階・4 階の自動貸出機。 返却→1 階カウンターへ。  

冊数 期間 期間の更新 

４０ １５日 ２回 

※延滞した場合：延滞日数分の貸出を停止します（貸出停止期間は、返却期限日の翌日から起算） 

 

・コピー機：生協電子マネー(学生証にチャージ可)支払い用：各階にあり 

現金支払い用：1 階と 4 階にあり  ※著作権を守るため、複写申込書に記入しましょう！ 

 

■  図書館のホームページ（URL：https://opac.seinan-gu.ac.jp/library/） ※自宅から利用可 

  OPAC、データベース、各種利用案内 

  MyOPACから、期限の更新、予約、貸出期限お知らせ通知メールの設定ができます。 

 

■ データベース：各種データベースにアクセスできる（※Wikipedia や Google より信頼性が高いです） 

    ※学内 LAN に接続されたパソコンから利用可能（例：SAINS ルーム、パソコン室［１号館］など） 

 例：雑誌記事を探す⇒CiNiiArticles
サイニィアーティクルズ

 全国の図書、雑誌、雑誌記事を探す⇒CiNiiResearch 

新聞記事を探す⇒聞蔵
きくぞう

II（朝日）、毎索
まいさく

（毎日）、ﾖﾐﾀﾞｽ歴史館（読売）、 

日経ﾃﾚｺﾝ 21（日経）、PAPYRUS
パ ピ ル ス

（西日本）、 

どのデータベースがいいかよく判らないけどとにかく調べたい！⇒ディスカバリーサービス 

 

■ レファレンス・サービス：困った時に相談できるサービスです。１階カウンターで受付しています。 

［よくある質問］探している資料が見つからない、何から探していいかわからない 

 

■  本の購入希望:1階カウンターで受け付けします（大学での学修に必要な本以外はお断りすることもあります） 

※新聞、雑誌、視聴覚資料（DVD、ビデオ、CD など）、

辞書・事典は借りることができません。 
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■  資料配置図 

階

数 

共通  特徴ある資料・コーナー 施設など その他 

7  自動書庫（入れません） 

6 プリントラボ

（コピー機、

OPAC） 

 

サ イ

レ ン

ト ゾ

ーン 

 

絵本・紙芝居、ExtensiveReadings、洋書

図録、各分野ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｰﾅｰ、大型本 

マイクロ書庫、貴重書庫 休憩スペース 

5 各分野ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｰﾅｰ、大型本  休憩スペース 

 

4 専門雑誌、雑誌バックナンバー、各分野

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｰﾅｰ、論集・紀要 

自動貸出機、自動書庫出

納ステーション 

障がい者支援室、

休憩スペース 

３ ア ク

テ ィ

ブ ゾ

ーン 

国際機関資料室、文庫・新書、論集・紀

要、視聴覚資料 

SAINS ルーム（PC129 台） 

情報検索室（PC36 台） 

視聴ブース(16 ブース) 

休憩スペース（自動

販売機あり） 

２ 学部選定図書、指定図書、大型資料、統

計・白書等、キリスト教関連資料 

ラーニングサポートエリ

ア、グループ学習室(10

室) 

 

１ 新聞、一般雑誌、ベストセラー、コミック、

新聞縮刷版、資格試験等問題集、西南学

院論集、チャペル講話集 

プレゼンテーションエリ

ア、CNN 視聴エリア、自動

貸出機、自動書庫出納ス

テーション（カウンター） 

生協ﾏﾈｰﾁｬｰｼﾞ機、ロ

ッカー、障がい者支援

室、カフェ 

 

◎各階の本の分野 

6 階 

 

 

 

 

 

 

 

5 階 

 

4 階 

 

 

 

3 階 

 

 

◎あなたに関連のある分野はどれ？  

上の表で、自分がこれから学修していく上で、関連のある分野の番号にマルを付けてみよう！ 

300 社会科学 
310 政治 
320 法律 
330 経済 
340 財政 
350 統計 
360 社会 
370 教育 
380 風俗習慣.民俗学 
390 国防.軍事 

400 自然科学 410 数学 
420 物理学 
430 化学 
440 天文学.宇宙科学  
450 地球科学.地学.地質学 
460 生物科学.一般生物 
学 
470 植物学 
480 動物学 
490 医学.薬学 

500 技術.工学.工業 
510 建設工学.土木工学 
520 建築学 
530 機械工学.原子力工学 
540 電気工学.電子工学  
550 海洋工学.船舶工学.兵器 
560 金属工学.鉱山工学 
570 化学工業 
580 製造工業 
590 家政学.生活科学 

600 産業 
610 農業 
620 園芸.造園 
630 蚕糸業 
640 畜産業.獣医学  
650 林業 
660 水産業 
670 商業 
680 運輸.交通 
690 通信事業 

700 芸術 
710 彫刻 
720 絵画.書道 
726 ｺﾐｯｸ 
730 版画 
740 写真.印刷  
750 工芸 
760 音楽.舞踊 
770 演劇.映画 
780 スポーツ.体育 
790 諸芸.娯楽 

800 言語 
816 ﾚﾎﾟｰﾄの書き方 
810 日本語 
820 中国語.東洋の諸言語 
830 英語 
840 ﾄﾞｲﾂ語  
850 ﾌﾗﾝｽ語 
860 ｽﾍﾟｲﾝ語 
870 ｲﾀﾘｱ語 
880 ﾛｼｱ語 
890 その他の諸言語 

900 文学 
910 日本文学 
920 中国文学.東洋文学 
930 英米文学 
940 ﾄﾞｲﾂ文学  
950 ﾌﾗﾝｽ文学 
960 ｽﾍﾟｲﾝ文学 
970 ｲﾀﾘｱ文学 
980 ﾛｼｱ文学 
990 その他の諸文学 

000 総記 
010 図書館 

100 哲学 
110 哲学各論 
120 東洋思想 
130 西洋哲学 
140 心理学  

 

200 歴史 
210 日本史 
220 ｱｼﾞｱ史.東洋史 
230 ﾖｰﾛｯﾊﾟ史.西洋史 
240 ｱﾌﾘｶ史  

150 倫理学 
160 宗教 
170 神道 
180 仏教 
190 ｷﾘｽﾄ教 

 

250 北ｱﾒﾘｶ史 
260 南ｱﾒﾘｶ史 
270 ｵｾｱﾆｱ史 
280 伝記 
290 地理.地誌.紀行 

020 図書．書誌学 
030 百科事典 

040 一般論文．講演集  
050 逐次刊行物 

040 一般論文．講演集  
050 逐次刊行物 

060 学会.団体. 
研究調査機関 

070 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ． 


