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＜資料の貸出＞

借りたい資料が見つかったら、学生証と資料をカウンターまでお持ちく
ださい。貸出冊数と貸出期間は下記のとおりです。

貸出期間の延長も可能です。ただし、他の利用者の方が予約をかけてい
たり、返却期日を1日でもすぎている場合は延長できません。
返却期日より3日以上遅れて返却した場合は、ペナルティがつきます。

＜図書館開館スケジュール＞

図書館では年12回ほど、試験前を中心に土曜開館を行っています。

土曜開館の日程など最新の開館スケジュールは、図書館のホームページ
や館内で掲示・配布しているカレンダーで確認できます。

図書情報センターは、資料の収集・提供を行う図書館部門と、
コンピュータ・ネットワークの拠点である情報部門を統合した施設です。

教育および研究活動に必要な学術・研究情報を利用者に迅速に提供する
サービスを行っています。

図書館では、図書・雑誌・視聴覚教材の閲覧・貸出、レファレンス、相
互貸借などの利用サービスや、利用者教育を行っています。

また、滋賀県立大学リポジトリを公開し、学内で生み出される研究成果
をインターネット上で提供しています。

滋賀県立大学図書情報センターとは

図書館部門利用案内

図書 語学雑誌 視聴覚資料

貸出冊数
学部生 10冊 (視聴覚資料はそのうち3点以内)

院生 15冊 (視聴覚資料はそのうち3点以内)

貸出期間 3週間 1週間 1週間

※語学雑誌以外の雑誌、参考図書、学生用基本図書は貸出できません。
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・個人閲覧席
1階に10席ある個室で、静かな環境で自習や読書ができます。
利用時間は授業期間中が9:00-18:50, 休業期間中が9:00-16:50です。
利用したい場合は、カウンターで申し込んでください。

・グループ閲覧室
3階に2部屋ある、3人以上のグループでのみ利用可能な閲覧室です。
グループワークやディスカッションなど、会話をしながらの学習ができます。
室内には電子黒板とパソコンも設置しています。
利用時間は授業期間中が9:00-18:50, 休業期間中が9:00-16:50です。
利用したい場合は、カウンターで申し込んでください。
※学習・研究以外の用途での利用はできません。

・貸出用パソコン
2階パソコンコーナーに備え付けのデスクトップパソコンと、館内どこで
でも利用可能なノートパソコンがあります。
図書館の資料を使ったレポート作成や、視聴覚資料の閲覧にご利用ください。
貸出用パソコンからは、学内利用限定のデータベースや電子ジャーナルの利
用・閲覧が可能です。
デスクトップパソコンからは印刷もできます。
※印刷用紙は自分で用意してください、またカラー印刷はできません。
利用する際はパソコン使用簿に学籍番号等を記入してください。

・無線LAN
無線LAN対応のノートパソコンやスマートフォンより接続できます。
学内利用限定のデータベースや電子ジャーナルの利用が可能です。
接続方法のマニュアルは図書館カウンターや情報管理室で配布しています。
※接続に関してトラブルが起こった場合は、情報管理室にご相談ください。

・移動書庫
特殊コレクションを配架しています。
配架されているコレクションは陳徳勝コレクション、朴慶植文庫、姜在彦文
庫、李廷燮文庫、ヒマール文庫（一部）、棈松源一文庫、朝日文庫、四庫全
書です。
四庫全書とヒマール文庫以外の資料の貸出はできません。
また、資料の状態によっては複写もお断りすることがあります。
書庫内の資料を閲覧したい場合はカウンターで閲覧申し込みをしてください。
※移動書庫内に持ち込めるものは筆記用具・貴重品のみです。

その他の荷物はカウンターでお預かりします。

図書館施設利用案内
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1階

3階

図書館施設案内

2階
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1階開架書庫には出版年の古い図書、小説などがあります。
1階増設電動書庫には雑誌バックナンバーを、1階増設固定書庫には大学
紀要や各種報告書を配架しています。
移動書庫は貴重な資料を集めた特殊コレクションとなっています。

3階は図書がメインのフロアです。主に出版年の新しい図書があります。
滋賀県関係資料コーナーには滋賀県に関する図書や雑誌があります。

2階は図書館の入り口です。入退館ゲートや、カウンターがあります。

最新雑誌、辞書・事典などの参考図書、学生用基本図書、地図、視聴覚
資料、新聞などが配架されています。
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図書館では下記のサービスを行っています。

・文献複写
図書館で所蔵していない資料に掲載されている論文のコピーを取り寄せます。
文献複写申込書をカウンターに提出してください。
※申込書は論文の分量に関わらず、一論文につき一枚必要です。

・図書の予約
利用したい資料が貸出中になっている場合、予約をかけることができます。
資料が返却され次第、取り置きし、ご連絡します。
図書予約・リクエスト用紙をカウンターに提出してください。

・図書のリクエスト
図書館で所蔵していない資料を読みたい場合、リクエストできます。
購入あるいは他館から借り受けて資料を提供します。
図書予約・リクエスト用紙をカウンターに提出してください。
※リクエストは学習・研究上で必要な図書に限り受け付けています。

・マイライブラリ
web上で文献複写の申し込みや図書の予約・リクエストが可能になります。
また、自分が借りている資料の確認や、マイリスト作成などもできます。
利用したい場合は、カウンターで登録手続きを行ってください。

・文献検索ガイダンス
データベースの利用方法を中心としたガイダンスを定期的に開催しています。
開催する際は、館内掲示板や図書館ホームページでお知らせします。
ゼミ等のグループ単位でお申し込みください。
※データベースの利用相談はガイダンスとは別に随時受け付けています。

・レファレンスサービス
学習・研究に必要な資料の提供や、情報検索のサポートを行っています。
図書館を利用する上での疑問や質問などにもお答えしています。
カウンターで随時受け付けていますので、お気軽にお尋ねください。

図書館では図書館活用講座やデータベースのマニュアル、パスファインダー
を制作し、館内各所で掲示・配布しています。
ご自由にお持ち帰りください。

※図書館からの連絡はメールで行います。
申込書にはパソコンからのメールを受信できるアドレスを記入してください。

各種サービス
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・蔵書検索（→ p.8-9）
図書館が所蔵している資料を検索できます。
テキストボックスにキーワードや書名などを入力して検索してください。
利用したい資料が図書館にない場合は、文献複写や図書リクエストのサービス
をご利用ください。

・情報検索ツール（→p.11-12）
学習や研究に必要な情報を探すためのツールへのリンク集です。
※利用可能な場所が限られているツールも掲載されています。

・学術機関リポジトリ
リポジトリは研究教育成果を無償で発信するデータベースです。
ここでは、滋賀県立大学の研究・教育成果を確認することができます。

・詳細検索
資料の情報（ISBN・出版年・
所在など）)が詳細にわかっ
ているときは、詳細検索で
条件を指定することで、目
的の資料を絞り込んですば
やく検索できます。

図書館ではホームページでも、様々なサービスを提供しています。

図書館ホームページ

開館カレンダー

開館時間や休館日は
ここでチェック

蔵書検索
学術機関リポジトリ

詳細検索画面
が開きます

情報検索ツール

（詳細検索画面）
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蔵書検索を行うと、図書館が所蔵している資料を検索できます。
※雑誌に掲載されている論文のタイトルや、著者名での検索はできません。

蔵書検索

探したい資料の「タイトル」や「キーワード」
などを入力し、「検索」をクリック。

チェックボック
スをチェックし
て［絞り込む］
を押すと、検索
結果の絞込がで
きます。

検索結果表示の並び順
を変更できます。

書名をクリックすると詳
細画面(p9)に移動します。

資料の状況がわかります。
「配架済」となっている場合は書架にあります。
「貸出中」となっている場合は貸出中です。

プルダウンして「電子資料を
表示」をクリックすると閲覧
画面(p10)に移動します。

他機関のデータベースを同時に検索し
ます。(データベースの説明はp.11)

他機関のデータ
ベースに移動し
ます。

誌名をクリックすると詳細
画面(p9)に移動します。
雑誌を利用する場合は、必ず詳細画
面を開き、所蔵巻号や配架場所を確
認してください。

県大で見ら
れるEB、EJ
サイトに移
動します。
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発行年

所在
→資料の配架場所です。

所在が研究室の資料は図書館で利用できません。
請求記号
→図書館内の資料は請求記号順に並んでいます。

所在とあわせて確認してください。

状況
資料の貸出状況がわかります。
空欄→書架にあります。
貸出中です
→この資料は貸出中です。

（）内の日付が返却予定日です。

所在・項目２
→資料の配架場所です。

雑誌資料は最新1年分とバックナンバーの配
架場所が異なるものがあります。
所在には最新1年分の配架場所が記載され、
バックナンバーの配架場所は項目２に記載
されています。

＜図書の場合＞

＜雑誌の場合＞

所蔵巻号
→図書館が所蔵している雑誌の巻号です。

雑誌の所蔵があっても、必要な巻号の
所蔵があるとは限りません。
必ず所蔵巻号を確認してください。

詳細画面の見方

出版者

著者・編者

タイトル

タイトル

出版者
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＜電子ブックの見方＞

検索結果(p8)の「電子資料を表示」ボタンをクリックするとこの画面に移動します。

頁めくりは移動ボタンで、もしくは左の目次ク
リックでその頁にいきます。

「閲覧」ボタンをクリックすると、
下の画面に移動し本文を閲覧できます。

必要なところはダウンロードして
タブレットやスマホでご利用いただけます。

利用が終わったら
必ず画面右上の

「閲覧終了」ボタンを
クリックしてください。

※ダウンロード・印刷は、著作権の範囲内に限定されます。
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情報検索ツール

メディカルオンライン【学内限定】
医療情報の総合Webサイトです。
文献の閲覧・ダウンロードが可能です。
利用する際はカウンターに申し出て下さい。

日経BP記事検索サービス【学内限定】
日経BP社が発行している雑誌の記事から全文を検索・閲覧
できます。

電子資料について紹介します。

CINAHAL【学内限定】
看護とそれに関連する医療分野の文献を検索できます。

J-STAGE
国内の学会・協会等の刊行物を電子ジャーナル化し、
多くの文献を無料で公開しています。

電子ジャーナル・ブックリスト
詳細は次ページをご覧ください。

データベースについて紹介します。

CiNii Articles/Books
CiNii Articlesでは国内で発行された学術論文・雑誌記
事情報を検索できます。一部論文の全文が公開されて
いるほか、本文閲覧が可能なサイトへのリンクもあり
ます。
CiNii Booksでは国内の大学図書館等の所蔵資料を検索
できます。一部の学術雑誌は本文公開サイトへのリン
クがあります。

最新看護索引WEB【館内限定】
国内の看護学分野の文献を検索できます。
利用する際はカウンターに申し出て下さい。

Scopus【学内限定】
検索は英語でのみ可能です。
世界最大級の抄録・引用文献データベースで、科学・
技術・医学・社会科学分野など広い分野の文献が検索
できます。

PubMed
検索は英語でのみ可能です。生物・医学・看護関係の、主
に英語で書かれた文献を検索できます。

各種学術情報リンク
その他の役立つツールへのリンク集です。
学部や分野ごとによく使われるツールを区分しています。

e-Book Library【学内限定】
電子ブックのみを読みたい人はここからどうぞ。

医中誌WEB【館内限定】
国内の医学・歯学・薬学・看護学と関連領域の文献を検索
できます。利用する際はカウンターに申し出て下さい。

新聞記事、国立国会図書館所蔵資料について紹介します。

新聞記事

聞蔵Ⅱ【学内限定】
朝日新聞の記事が検索・閲
覧できます。「AERA」「週
刊朝日」「知恵蔵」の記事
検索や「人物データベー
ス」も利用できます。

国立国会図書館所蔵資料

国会図書館サーチ
国立国会図書館をはじめ、全国の公
共図書館等の所蔵資料を検索できま
す。図書や雑誌の所蔵だけでなく、
雑誌記事・論文の検索や、デジタル
資料の検索も可能です。

国会図書館デジタルコレクション
【一部館内限定】
国立国会図書館が収集・保存している
デジタル資料の閲覧ができます。
一部資料の閲覧・印刷には申請が必要です。
利用する際はカウンターに申し出てください。

学習や研究に必要な情報を探す
ためのツールへのリンク集です。

各ツールの使い方は図書館で配
布しているマニュアルをご覧く
ださい。
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× 電子ジャーナル・ブック利用時の注意 ×

・一度に大量の論文を連続してダウンロードする
・ダウンロードソフト等を用いて、一度にダウンロードする
・ダウンロードした文献を、メール添付で他の人に送信する

以上の行為は禁止されています。

電子ジャーナルを利用する際は必ず上記ルールを守ってください。提供元から
違反とみなされた場合は大学全体で電子ジャーナルが利用できなくなります。

電子ジャーナル・ブックリスト
県立大学図書館で閲覧可能な電子ジャーナル・ブックの検索ができます。
※論文名での検索はできません。

様々な方法で電子ジャーナルを検索できます。
＜雑誌名から探す＞
→電子ジャーナルのタイトルで検索。

＜分野から探す＞
→分野別に電子ジャーナルを検索。

＜提供元から探す＞
→電子ジャーナルの提供元から検索。

＜巻・号・頁から探す＞
→論文の掲載誌名がわからなくても、

論文の掲載巻号とページがわかれば、
ここから掲載誌を検索できます。
ISSNを使った検索もここからできます。

＜電子ブックを探す＞
→電子ブックを検索。
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＜自習利用＞
授業で利用されていない情報教室は、自主学習の場として利用できます。

＜情報管理室＞
情報教室やシステムの利用に関する質問、トラブルの報告などは、A5棟1
階の情報管理室で受け付けています。
学内システムのログインIDやパスワードの管理もこちらで行っています。

開室スケジュール

開室時間
授業期間 9:00 – 19:00

休業期間 9:00 – 17:00

休室日 土・日・祝日・年末年始

※システムメンテナンスなどの関係で、開室スケジュールは変更されることがあります

情報部門ではキャンパス内総合情報ネットワークシステムの計画的整備
と管理運営、情報センターの管理運営を行っています。
情報センターには情婦処理演習室、LL教室、CAI教室が整備され、CALLシ
ステム、CAD、GIS系のソフトウェアを利用することができます。
また、学内外からe-learningシステムにアクセスできる環境を提供してい
ます。

自習利用可能教室

情報処理演習室 A5-201, 202, 203

LL教室 A5-301, 302

CAI教室 A5-303

最新の開室スケジュールは情報部門のホームページや、A5棟内にある掲
示板でお知らせしています。

情報部門利用案内

図書館前の外廊下を建物に
沿ってお進みください。

中に入ると情報処理演習室前
の廊下です。階段で１Fへ。

そして右へ。

扉を開けて奥へ。 情報管理室入口。

※情報管理室へは図書館の中を
通って行くことはできません。
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滋賀県立大学図書情報センター

図書館部門
HP https://www.lib.usp.ac.jp/drupal/

TEL : 0749-28-8231

情報部門
HP : http://www.linc.usp.ac.jp/info_center/index.html

TEL : 0749-28-8235
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