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※ 現在新型コロナウイルス感染症対策のため、一部制限を設けて開館しています。
本資料は通常の開館時を前提に作成されたものですが、2020年10月現在、
おもに次のような制限がありますのでご注意ください。

開館時間 通常 現在

月～金 8：30～21：00 8：30～16：45
10/9～3/5の間、金曜は19：00まで開館

(12/25を除く)

土日祝 10：30～18：30 休館

無人開館 6:00～8:30 / 21:00～23:30 実施なし

備付PC(教育端末) / 多目的学習室 / ビデオスライド室 / LL室 / 新聞コーナー
→ 使用できません

閲覧席 → 座席数を減らしています

その他 → 滞在時間は原則120分以内としてください
その他、館内の掲示や職員の指示に従ってください



佐賀大学附属図書館医学分館とは

• 医学・看護学を学ぶ方のための図書館です。

• 館内には医学や看護学に関する図書や学術雑誌などの
を多数所蔵しているほか、学習ができるスペースや、
グループワークができるスペースもあります。

• またPCコーナー、DVDを視聴できる部屋もあります。

• 新入生の方はこれから卒業までの期間、たくさんのこと
を学び、同時にみずからたくさんの資料を読み込み、学
習しなくてはいけません。佐賀大学附属図書館医学分館
ではそうしたみなさんの学びをサポートします。
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医学分館の設備と資料について
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開館時間・休館日

※開館時間は変更することがあります。ホームページをご確認ください。

月～金 土日祝日 休館日

8:30~21:00 10:30~18:30 8月13～15日
年末年始

月～金には
早朝・夜間無人開館を行います。
無人開館の利用にあたっては
申込みが必要です。

無人開館時間帯
6:00～8:30 / 21:00～23:30

(※通常の場合)
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図書 5冊まで 14日間

雑誌 3冊まで 3日間

指定図書 3冊まで 3日間

視聴覚資料 3点まで 3日間

貸出冊数・期間
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①

⑧

⑦

⑥

③

⑤

館内マップ 1F
①自動貸出返却機

/カウンター

②学術雑誌

③特設コーナー
/視聴覚資料

④指定図書

⑤新聞

⑥閲覧コーナー

⑦PCコーナー

⑧多目的学習室

②
④
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⑬

⑮

⑭

⑨

⑫

⑩

2F
⑨教養(一般)図書

⑩医学系図書

⑪文庫・新書

⑫学術雑誌

⑬閲覧コーナー

⑭PCコーナー

⑮ビデオスライド室

⑯LL室

⑪

館内マップ

⑯
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カウンター
• 1階カウンターでは資料の貸出・返却手続きの
ほか、資料探しのお手伝いや各種調べ物の相
談を受け付けています。

• わからないことがあったらカウンタースタッ
フに気軽にお声掛けください。

• 貸出・返却・延長手続きは自動貸出返却機で
もできます。

①
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自動貸出返却機

• 図書館資料の貸出・返却・期間の延長を自分
で行うことができます。

• 貸出：
• 学生証を挿入し、「貸出」をタップ。
• 借りる資料をバーコードを上向きに、

背ラベルを奥にして所定位置に置きます。
• すべての資料を読み込んだら「終了」
• 貸出期限の記載されたレシートが出ます。

• 返却：
• 「返却」をタップ
• 返却する資料を貸出同様に所定位置に置
きます。

• すべての資料を読み込んだら「終了」
• 返却した資料は隣のブックトラックへ。

※貸出、延長には学生証が必要です。
※カウンターで手続きするときも必要です。

①
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図 書

• 医学系以外の一般図書(哲学、社会科学、語
学、小説など)も2階に配置しています。

• 医学・看護学分野の図書を中心におもに
2階に配置しています。

• このほか新書・文庫コーナーや、1階には指
定図書コーナー、医療コミックなどを配置
した特設コーナーもあります。

• 図書の利用の際には蔵書検索システム
(OPAC)もご利用ください。

③④⑨⑩⑪
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雑 誌

• また電子ジャーナルといって電子版の学術雑誌も利用できます。
• 電子ジャーナルは後述する図書館ホームページから利用しましょう。

• 学術雑誌には学術論文が掲載されています。

• 図書館では多数の学術雑誌を所蔵しています。
• より新しいものは1階に、古いものを2階に配置しています。

②⑫
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視聴覚資料

• 貸出もできますし、館内のLL室で視聴すること
もできます。

• 医学・看護学の手技などについて映像で学べる
DVDを主とした視聴覚資料があります。

LL室
• DVD、Blu-ray、VHSなどを視聴できる

お部屋です。1人用ブースが5席あります。

• 館内の視聴覚資料だけでなく、自分で持
ち込んだ資料の利用もできます。

③

⑯
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閲覧スペース

• 資料を読んだり、自習するコーナーです。大き
な閲覧机や個別のブースで勉強ができる机もあ
ります。

• また館内は全面Wi-Fi(無線LAN)が利用できる
のでノートPCやタブレットを持ち込んでの学
習もできます。

⑥⑬
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PCコーナー

• 館内には50台以上の学生用パソコンがあります。
• 学生なら誰でも自由に利用することができ、イ
ンターネットを使った学習や、レポートの作成
などに使えます。

• プリンターもあるので作成した文書を印刷する
こともできます。

⑦⑭
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多目的学習室

• 正面玄関を入ってすぐ左手にある部屋です。
• この部屋では会話してもOKです。
• 可動式の机やホワイトボードがあり、話し合い
ながらの学習やミーティングなどに使えます。

• 一般の雑誌などもこちらに置いています。

• non-no, ar, FINEBOYS, MEN’S FUDGE, BRUTUS, Tarzan, 
Newton…

⑧

15



ビデオスライド室

• グループワークやミーティングなどに使えます。

※利用するにはカウンターで予約が必要です。

• テレビモニター、Blu-ray/DVDプレイヤー、ホ
ワイトボード、可動式の机椅子があります。

• ビデオスライド室は2階に大小2室あります。

⑮
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附属図書館のオンラインサービス
について
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図書館ホームページ

• 佐賀大学附属図書館の公式サイトです。

• 図書館の開館に関する情報や各種の学術情報へ
のアクセス手段、資料の探し方をサポートする
情報などいろいろな情報を掲載しています。

https://www.lib.saga-u.ac.jp/ 18
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My Library

• My Libraryは図書館が提供する個人向けのウェ
ブサイトです。

• 借りている図書の返却期限の確認や貸出期間の
延長、他大学の文献複写(論文のコピー)の取寄
せなどの依頼を行うことができます。

• My Libraryへのアクセスの仕方へアクセスす
るには図書館ホームページからログインする
か、下記QRコード、URLからどうぞ。

https://opac.lib.saga-u.ac.jp/portal/portal/selectLogin/?lang=ja
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佐賀大学OPAC(蔵書検索)

• OPACは佐賀大学に所蔵する図書・雑誌など
の資料を探すためのシステムです。

• キーワード検索を用いて読みたい資料がある
かないか、どこにあるか、借りることができ
るかなどを調べることができます。

• Web上でどなたでもいつでもどこでも使えま
す。

• スマートフォン版も利用できます。

https://opac.lib.saga-u.ac.jp/opc/
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OPAC検索のしかた

医療 AI
医療とAIという2つの
キーワード両方を含む
ものを検索します。

• 調べたい図書などのタイトルが分かっている場合
は、タイトルをそのまま入力してください。

• タイトルがわからない場合は、関連しそうな言葉
を考えてキーワードとして入力します。

• 例えば「医療とAIの関連」について書かれた図書
がないか調べたいときには、「医療」と「AI」が
キーワードとして考えられ、 医療 AI のよう
に入力します。キーワードとキーワードの間にス
ペースを入れてください。キーワードはいくつで
も追加できます。

• 「詳細検索」を使用するとより細かい条件を指定
した検索ができます。
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OPAC検索結果の見かた

• 検索結果が一覧で表示されるので気になる
タイトルをクリックします。

• 一覧からさらに結果を絞り込むには画面左
側の絞り込み条件を利用します。

• 例えば「館室」で「医分館」を選ぶ。

• その資料の詳細な情報が表示されます。
• 著者名・出版者名・出版年などの資料その

ものに関する情報と、状態(貸出の可否)・所
蔵館(本館/医学分館)・請求記号といった所
蔵に関する情報があります。

• 資料そのものに関する情報でその資料が求
めている条件に一致するかを確かめ、所蔵
に関する情報で配置場所と借りられるかど
うかを確かめます。
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請求記号

• OPACで図書の詳細画面には図書の背ラベ
ルの画像が表示されます。背ラベルの記述
を「請求記号」といいます。

• 請求記号は図書を分類して整理するために
使っている記号で、図書館内の図書はこの
記号に従って並べられています。

• つまり、この請求記号を見ればその図書が
おおよそどの棚にあるのかを知ることがで
きます。

• 医学分館では一般図書を物理学や芸術、文
学などに分類する分類方法(NDC)で、医学
系図書を眼科学や小児科学などに分類する
分類方法(NLMC)の2種類の分類方法を併
用しています。

• 例えば左の図では1段目の「WB100」が
「臨床医学‐総記」というジャンルを表し
ています。

分類番号

タイトルの
記号

巻冊記号

請求記号 WB100-B 99-4

WB100
B 99

3

WB100
B 99

2

23



請求記号(医学系図書の分類)

NLMC(米国国立医学図書館分類表)
基礎医学

QS 人体解剖学 QW 微生物学・免疫学
QT 生理学 QX 寄生虫学
QU 生化学 QY 臨床病理学
QV 薬理学 QZ 病理学

医学および関連主題
W 医業・法医学 WM 精神医学

WA 公衆衛生 WN 放射線医学
WB 臨床医学 WO 外科学
WC 伝染病 WP 婦人科学
WD 代謝疾患 WQ 産科学
WE 筋内骨系 WR 皮膚科学
WF 呼吸器系 WS 小児科学
WG 心・血管系 WT 老人医学
WH 血液・リンパ系 WU 歯科学・

口腔外科学
WI 消化器系 WV 耳鼻咽喉科学
WJ 泌尿生殖器系 WW 眼科学
WK 内分泌系 WX 病院
WL 神経系 WY 看護

WZ 医学史
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NDC(日本十進分類法)

請求記号(一般図書の分類)

000 総記 200 歴史 400 自然科学 600 産業 800 言語

010 図書館. 図書館学 210 日本史 410 数学 610 農業 810 日本語

020 図書. 書誌学 220 アジア史. 東洋史 420 物理学 620 園芸 820 中国語. 

030 百科事典 230 ヨーロッパ史. 西洋史 430 化学 630 蚕糸業 830 英語

040 一般論文集. 一般講演集 240 アフリカ史 440 天文学. 宇宙科学 640 畜産業. 獣医学 840 ドイツ語

050 逐次刊行物 250 北アメリカ史 450 地球科学. 地学 650 林業 850 フランス語

060 団体 260 南アメリカ史 460 生物科学. 一般生物学 660 水産業 860 スペイン語

070 ジャーナリズム. 新聞 270 オセアニア史. 両極地方史 470 植物学 670 商業 870 イタリア語

080 叢書. 全集. 選集 280 伝記 480 動物学 680 運輸. 交通 880 ロシア語

090 貴重書. 郷土資料. 290 地理. 地誌. 紀行 490 医学. 薬学 690 通信事業 890 その他の諸言語

100 哲学 300 社会科学 500 技術. 工学 700 芸術. 美術 900 文学

110 哲学各論 310 政治 510 建設工学. 土木工学 710 彫刻 910 日本文学

120 東洋思想 320 法律 520 建築学 720 絵画. 書道 920 中国文学. その他の東洋文学

130 西洋哲学 330 経済 530 機械工学. 原子力工学 730 版画 930 英米文学

140 心理学 340 財政 540 電気工学. 電子工学 740 写真. 印刷 940 ドイツ文学

150 倫理学. 道徳 350 統計 550 海洋工学. 船舶工学. 兵器 750 工芸 950 フランス文学

160 宗教 360 社会 560 金属工学. 鉱山工学 760 音楽. 舞踊 960 スペイン文学

170 神道 370 教育 570 化学工業 770 演劇. 映画 970 イタリア文学

180 仏教 380 風俗習慣. 民俗学. 民族学 580 製造工業 780 スポーツ. 体育 980 ロシア. ソビエト文学

190 キリスト教 390 国防. 軍事 590 家政学. 生活科学 790 諸芸. 娯楽 990 その他の諸文学
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OPAC(予約・取寄）

• 借りたい図書が貸出中の場合、予約がで
きます。

• 借りたい図書が本館(本庄キャンパス)に
ある場合取寄ができます。

• どちらも同じ「予約・取寄」ボタンをク
リックし、次の画面でMyLibraryにログ
インして必要事項を入力し、申し込みま
す。

• 予約した場合は予約図書が返却されたと
きに、取寄した場合は本館から医学分館
に図書が届いたときに、図書館からご連
絡します。カウンターに貸出し手続きに
お越しください。

ここが
貸出中のとき

ここが
本館のとき

ここを
クリック
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OPAC(電子ブック)

• 佐賀大学で契約している電子ブックを利用するこ
とができます。

• OPACで資料検索をしたときに というマーク
が出てきたら電子ブックです。

• 「オンライン」リンクをクリックして閲覧します。
• 大学の外から利用する際にはログインが必要です。

ログインの仕方についてはこちらを参考にしてく
ださい。
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医学関連電子リソース一覧

新型コロナウイルス感染症の対策のため、2020
年6月1日現在図書館は臨時休館しています。
休館中は新入生をはじめ利用者のみなさまに大
変ご不便をおかけしております。

そこで、大学外からも利用できる医学系の学術
電子リソースの一覧を図書館ホームページ内に
作成しました。
上級生向け、医療者・研究者向けのリソースも
ありますが、この機会に活用いただければと思
います。

https://www.lib.sagau.ac.jp/search/eresource_med.html
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