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下関市立大学附属図書館のご案内 

□開館時間  平日(授業期間)  9：00～21：30 

平日(休業期間)  9：00～17：00 

土曜日・日曜日  9：30～17：00 

 

□休館日  館内整理日（毎月 1 日：1 日が土日祝日の場合は、翌日以降） 

祝日、大学祭、大学入試関連の指定した期間、年末年始など、

詳しくは下関市立大学附属図書館ホームページにてご確認くだ

さい。  https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/ 

 

 

 

 

下関市立大学附属図書館 〒751-8510 下関市大学町 2-1-1 TEL083-252-1211 

 

こちらは通常開館時です。 

詳細は図書館カレンダーか  

Twitter でご確認ください 

https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/library/
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1. 図書館の利用方法 

   入館する   ・学生証のバーコードを入館ゲートのリーダー部分にかざすと、

ゲートが開き入館できます。 

 

   退館する   ・退館専用ゲートから退館できます。 

・貸出したい資料があるときは、カウンターで手続きを済ませ

せ、持ち出してください。 

 

※手続きを済ませないで外に持ち出すとブザーが鳴ります。 

LINE を起動したままの状態や、他館の資料に反応して鳴る場合もあ

ります。ブザーが鳴った時は、カウンターで再確認いたしますので、

ご協力ください。 

 

   資料の貸出・返却・予約をする  

・貸出・返却はカウンターで受付けます。 

学生証をご提示ください（本人以外の学生証は無効） 

区分 貸出冊数 貸出期間 

学部生 
図書 ４冊 ２週間以内 

雑誌 １冊 ３日以内 

専門演習Ⅱ履修者 図書長期貸出 ４冊 １か月以内 

大学院生 
図書 １０冊 １か月以内 

雑誌 １冊 １週間以内 

・図書は 1回再貸出(貸出の延長)が出来ます。(長期貸出資料は

不可) 

・読みたい資料が貸出中のときは、次の貸出を予約することが

できます。 

・先生の研究室に配架されている資料や、先生が帯出している

資料も予約の手続きをして借りることができます。研究や出

張などの事情で、借りるまでに日数がかかる場合もあります。 

 

※借りた資料は、読みたいと思って待っている人や、レポートや試験

で使いたいと思っている人がいます。返却期限を守って利用しまし

ょう！延滞するとその日数分だけ貸出ができなくなります。さらに

延滞がつづくと、入館ができなくなることもあります。            

30日以上延滞すると 延滞日数 + 30日の貸出禁止 

60日以上延滞すると 1ヶ月の入館禁止と 

さらに、延滞日数 + 30日の貸出禁止 

       

 

 

 



 

 

2. 図書館で受けられるサービス 

   図書館に備えてほしい本がある 

・カウンターで受付けています。館長の審査があり、購入まで

に 1ヶ月程度かかります。 

 

   コピーする  ・図書館の資料に限りコピーが出来ます。(1枚 10円) 

著作権を守るため、コピーできる範囲が決まっていますので、 

事前にカウンターに申請をしてください。 

また、私物のノートなどは、図書館ではコピー出来ません。 

  

本を探す   ・カウンターで、資料の検索などの質問や相談に応じています。 

 

PC を使って自分で調べてみよう❢  

 

OPAC 図書館の蔵書から探す 

CiNii Books 国立情報学研究所のデータで本を探す 

CiNii Articles 〃        雑誌記事・論文を探す 

WebcatPlus 国立情報学研究所の検索システムで探す 

ProQuest Research Library 洋雑誌の論文や国外新聞の情報を探す 

※ProQuest以外は学外からもアクセス可能です。 

 

相互利用   ・本学の図書館にない資料を借りたいとき、その複写が欲しい

とき、取り寄せを依頼するサービスがあります。（必要な費用、

取り寄せの郵送費用や複写料、手数料は実費負担になりま

す。） 

・他大学の図書館を利用したいときに、紹介状を出すサービス

も行っています。ご希望の場合はカウンターに相談をして下

さい。(紹介状の発行には日数がかかることがあります。余裕

をもってお申し込みください。) 

 

   レファレンス・サービス 

・資料探しのご相談に図書館司書がお応えするサー

ビスです。レポートや論文を書くための参考資料を

探すとき、おすすめの本を紹介してほしいときにご

利用ください。カウンターにてお問い合わせいただ

くか、レファレンスシートにご記入のうえ、カウン

ターへお渡しください。内容により回答にお時間を

いただく場合があります。 

 

←レファレンスシート 

 



 

 

3.  図書館内の案内 

 

 2F 閲覧室    ・指定図書：授業で使用する資料が科目ごとに配架 

          ・参考図書：辞書など 

          ・白書・年鑑・統計：最新版～過去 5年分程度、さらに過去の

ものは書庫にあります。 

          ・韓国・中国関係資料：中国語の語学資料は 3Fの語学コーナ

ーにあります。 

          ・本学関係コーナー：本学の教員の執筆図書です。 

          ・地図 

          ・雑誌：和洋雑誌の最新から過去 1年分程度、紀要（他大学の

論文集）最新版、さらに過去のものは書庫、集密書庫

にあります。 

          ・和書：哲学、歴史 社会科学 317番まで 2Fに配架 

 

  2F 話題図書コーナー（カウンター前の書架） 

・新着図書、DVD、学生選書(学生が選んだ資料)、学科選書

（各学科教員が選んだ資料）など。 

 

2Fコピー室・語学 AV 室・端末機（検索用 PC）室 

 

新聞記事を探してみよう❢ 

           日本語新聞 10種、外国語新聞 4種の最新版を自由に読めます。

新聞紙の他にもこんな探し方があります。 

     

縮刷版 朝日新聞 CD・DVD-ROM 戦後 50年朝日新聞見出し 

日経新聞 朝日新聞記事 

インターネット 朝日新聞 

「聞蔵Ⅱ」 

日経新聞記事 

毎日新聞全地方版 

読売新聞 

 

3F PC 利用室   ・PC を持ち込み学習できます。Wi-Fi 環境がありますので、

インターネットでの資料検索もできます。 

           ・新書コーナー：岩波新書、講談社学術文庫、東洋文庫の最

新版を常に追加しています。（講談社現代新書、中公新書、岩

波ジュニア新書もあります） 

 

 3F グループ学習室 ・図書館資料を使ってグループ学習ができます。先生主導で

ゼミにも使用できます。 

            ・DVDを複数の人で観るために利用することも可能です。 

 



 

 

 地下 1F書庫 1層  ・雑誌、白書・年鑑・統計のバックナンバー 

           ・社史・県史・市史   /   新聞原紙 1年分 

 

 1F     書庫 2層   ・和書、韓国・中国関係資料の古くなったもの 

 

 地下 1F集密書庫  ・洋雑誌、紀要バックナンバー 

  ※書庫入口は 2F にあります。入庫にはカウンターでの手続きが必要です。集密書庫への対

応は図書館職員が行います。 

 

5. 図書館利用のルール  

～みなさんが快適に有意義に学習するためにご協力をおねがいします。～ 

 

① 資料は元の位置に戻しましょう。 

② 返却期限を守りましょう。 

③ 書込み、また貸し、代理返却はできません。 

④ 館内での食事（お菓子含む）はできません。 

    飲み物はペットボトルや蓋つきの密閉容器に入った 

    もののみ可能です。飲む時以外は鞄にしまってくだ 

    さい。（机や足元に出しっぱなしにしない） 

⑤ 携帯電話の充電や通話はできません。撮影も禁止です。 

⑥ 貴重品は自分で管理しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

下関市立大学附属図書館公式 Twitter運用中です。 

アカウント @Lib_scu 

・開館状況に関する情報  

・長期貸出、卒論貸出等の利用に関する情報  

・図書館で開催中のイベントについての情報等を発信します。 

 RT・フォロー・リプライ・DMの送信は原則として行いません。 

 

 

図書館利用についてわからないこと、資料について問い合わせたいこと、 

購入資料のリクエストなど、お気軽にカウンターへお問い合わせください。 



PC検索用資料

◆本を探す・・・PCを使ってさがしてみよう◆

図書館のHPへ

1

2

3

4



①OPAC→図書館の蔵書を探す

◆本を探す・・・PCを使って自分でさがしてみよう◆

PC検索用資料

まず、図書か雑誌か選ぶ

次に 和書か洋書か選ぶ

① 書名や著者名を入れて検索

② ヒントになるワードで検索

③ 出版年など、他の要素で絞り込む

例：199＊ ・・・ 1990年代

書名欄に「地域福祉社会」と入れて

検索すると・・・

この本が見たい！

ココをクリック



①OPAC→図書館の蔵書を探す

～図書の探し方～

館内の資料（和書）は、日本十進分類法により同じ分野のものが集まるように

請求記号順に配架されています。

資料は請求記号順に各本棚の左→右の順番で並んでいます。

請求記号が“369/M/15”の本は、

資料に貼ってある背ラベルは右のようになります。

※洋書はDDC（デューイ十進分類法）によって分類されています。

※インターネットに接続できる環境があれば、図書館外からでも検索すること

　 ができます。

◆本を探す・・・PCを使って自分でさがしてみよう◆

PC検索用資料

背ラベル（請求記号）がこの本のある場所です。

3F閲覧室の300番台を探します。

３６９

Ｍ

１５

請求記号

　　　巻号

日本十進
分類番号

著者記号



②WebcatPlus→国立情報学研究所の検索システムで探す

※他大学の情報や、日本全国の図書館の本が探せます。

◆本を探す・・・PCを使って自分でさがしてみよう◆

PC検索用資料

ここに書名や著者名、ヒントになる

ワードを入れると、国立情報学研究

所のデータベースの中からヒットする

本を見つけることができる。



③CiNii　Books　

　 CiNii　Books→国立情報学研究所のデータで本を探す

◆本を探す・・・PCを使って自分でさがしてみよう◆

PC検索用資料

OPACと同じく検索してみると・・・

所蔵している図書館を見つけることができる。

本学の図書館に無い本を借りたり、その図書館を訪問する紹介状を依頼

したりすることができる。(資料の取り寄せについては送料や手数料等の実費負

担）



③CiNii　Articles

　 CiNii　Articles→国立情報学研究所のデータで雑誌記事や論文を探す

PC検索用資料

◆雑誌記事や論文を探す・・・PCを使って自分でさがしてみよう◆

同じワードで「全文」検索してみる

PDF化された論文を見ることができる。

タイトルのみで検索しても、所蔵している図書館や掲載されている雑誌・

紀要を見つけることができる。



～探した論文の所蔵巻号の確認方法～
・CiNii Articlesで確認したい論文がヒットした場合
　①論文が掲載されている紀要名を確認する。例）名城論叢
　②紀要の巻号、ページ数、発行年月を確認する。　例）15(4), 51-62, 2015-03
　③OPACで紀要名を検索し、巻号の所蔵を確認する。

PC検索用資料

◆雑誌記事や論文を探す・・・PCを使って自分でさがしてみよう◆

1

2

3



⑤聞蔵Ⅱ→朝日新聞記事データベースで新聞記事を探す

PC検索用資料

◆新聞記事を探す・・・PCを使ってさがしてみよう◆

コンピュータ実習室のHPへ

「聞蔵Ⅱビジュアル」をクリック



⑤聞蔵Ⅱ→朝日新聞記事データベースで新聞記事を探す

PC検索用資料

◆新聞記事を探す・・・PCを使ってさがしてみよう◆

ココからログイン

学内で１アクセスしかできない。

戦後の朝日新聞の記事から、欲

しい物を探す事ができる。
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