
図書館オリエンテーション
初級 図書館の使いかた

2021 佐賀大学附属図書館本館



図書館とは？

多くの閲覧席を設備しており、皆さんが学習しやすい環境づくり
を行っています。

大学図書館は、より専門的なものや学部学科に特化した資料を
所蔵しています。

◼たくさんの情報の宝庫

◼皆さんの学習をサポートする場所



平 日 土日祝日

授業期 8:30～21:00 10:00～18:00

休業期
(授業期間以外)

8:30～20:00 10:00～18:00

• 授業開始前から、夜まで開館しています。
• お盆、年末年始、大学入試日以外はほとんど開館しています。
• 毎月の開館カレンダーは図書館ホームページでご確認ください。

開館時間



利用できるのは図書館の1階から3階です。

1階：ラーニングコモンズ
(会話可能なエリア)，新聞，
視聴覚資料など

2階：図書(一般図書，文庫，新書)

3階：学術雑誌，グループ学習室(5室)，
閲覧個室(4室)

館内紹介

次のスライドから各階について詳しく紹介していきます。



１階の地図
アクティブエリア



ラーニング・コモンズ

• 図書館1階はアクティブエリアとなっており、会話OKです！
グループで話しながら勉強するスタイルに適しています。

• ホワイトボード、大型ディスプレイなど、グループワークに
役立つ設備があります。

• キャスター付きのイスや机があり、目的にあわせて自由に
動かせます。

• 新聞スペースでは当日の新聞をラックにかけています。
1月分(先月分)はラック横の木の棚に保管しています。

無線LAN利用可！(000saga-u)
図書館内のどこでも使えます

- 学びの空間 - 本、人、情報など知に出会い、ともに学び、創造する場所

新型コロナ感染防止のため現在会話を控えていただいています



グループ学習スペース
• グループワークやディスカッションに適した
場所です。

• イスや机はすべてキャスター付きのため自由に
移動させることができます。

• ノートPCと接続して使うことのできる大型
ディスプレイやホワイトボードも利用できます。

新型コロナ感染防止のため現在使用できません



多目的スペース

• イベントや展示など多目的に利用できるスペースです。
• サークルの作品展示やミニイベントスペースとして利用できます。
• 利用されたい方はカウンターまで申し込みにお越しください。



複写(コピー)についての注意点

1. 図書館にある資料のみ複写できます

※図書館の印刷機・コピー機で持込資料

(自分のノートなど)の複写はご遠慮ください

2. 資料の一部分(半分を超えない程度)のみ

3. 一人につき一部のみ

4. 目的は調査研究のため

5. コピー機の横に設置している「文献複写申込書」

を記入してください

著作権法を守って、複写しましょう



ブラウジングスペース

• シラバス掲載図書、TOEICなどの英語関連本、就活関連本、学生選書、新着本を
それぞれのコーナーに配架しています。



マルチメディアコーナー

• DVD・ブルーレイ・VHS・BS放送の視聴、
放送大学の受講ができます。

• 2人利用のブースを4つ設置しています(1人でもOKです)。
• 図書館にあるDVDや自分で持ち込んだ資料の閲覧も可能です。
（視聴覚資料コーナーに学習用や映画のDVDがあります）



参考図書

• 参考図書とは辞書、事典類のことです。
• 参考図書は「禁帯出」の資料のため、
館内のみでご利用ください。
※禁帯出の図書には背表紙にシールを貼っています



２階の地図
サイレントエリア



図書資料

• ほとんどの図書資料が2階にあります。
• テーマ別に分類番号を付与し、
その順番で並べています。

• 文庫新書、留学生用図書、大型図書は
コーナーを別に設けています。



閲覧スペース

• 多くの閲覧席を設置しています。
• 席と席の間に仕切りを設けているスペースもあり、
集中して学習、読書などを行うことができます。

• 電源等も利用できるため、ノートパソコン等を持ち
込んでの作業もできます。



電話ボックス

• 2階、3階で電話をする際は電話ボックスをご利用ください。
• 階段上がってすぐの場所に設置しています。

※2階と3階に1つずつあります

図書館2階 図書館3階

新型コロナ感染防止のため現在使用できません



３階の地図
サイレントエリア



学術雑誌

• 3階には学術雑誌があります。
※学術雑誌とは最新の学術研究結果が論文等として
掲載されている雑誌のことです。

• 和雑誌は50音順に、洋雑誌はアルファベット順に並んでいます。

※所蔵している雑誌：約12,000タイトル



閲覧スペース

• 2階の閲覧スペースと同様に多くの閲覧席を設置しています。
• 席と席の間に仕切りを設けているスペースもあり、集中して
学習、読書などを行うことができます。

• ひとり用の机やライトのついている机も設置しています。
• 電源等も利用できるため、ノートパソコン等を持ち込んでの
作業も可能です。



グループ学習室(①～⑤)

• グループワークや打ちあわせ、プレゼン練習などに利用できる部屋が
5部屋あります。

• 3名以上で1回3時間まで利用可能です。
• 図書館のWebサービスMyLibraryから事前予約が必要です。利用状況
の確認も行えます。

(MyLibraryについてはスライドの27ページで説明しています)

• 予約をしている時間になりましたら、カウンターまでお越しください。
※学生証を預かり、カギをお渡しします

• グループ学習室⑤の部屋は授業で使用されていなければ予約なしで利
用できます。

写真は次のスライドにあります

新型コロナ感染防止のため現在使用できません



グループ学習室(①～⑤)

≪設備≫
・スクリーン
・プロジェクタ
・ホワイトボード
・大型ディスプレイ
・BD/DVDプレーヤーなど

※部屋により設備や座席数が異なるため、予約の際はご注意ください

機器のリモコン、ケーブルはカウンターで貸出しています

① ③②

④ ⑤

新型コロナ感染防止のため現在使用できません



閲覧個室(①～④)

• 集中して学習のできる閲覧個室が4部屋あります。
• 学部3年生以上の方が優先的に利用できます。
• 利用されたい方はカウンターまでお越しください。

※学生証と引き換えにカギをお渡しいたします



図書館のWebサービスについて



図書館のWebサービス－図書館HP－

図書館ホームページ

① 図書館を使う
図書館のサービスのご案内やフロアマップを見ることができ

ます

② 調べる・探す
調べものをするときなどに役立つ情報を載せています

③ My Library
図書館で借りた本を確認したり、図書館サービスを申し込む

ことのできるMy Libraryへの入口です

④ 検索ツール
図書館の蔵書検索はもちろん、さまざまな情報源を検索する
ことができます

⑤ 開館時間
今日の開館時間を表示しています。詳細カレンダーを確認す
ることもできます

⑥ NEWS 図書館からみなさんへのお知らせを掲載しています

① ② ③

④

⑤

⑥

https://www.lib.saga-u.ac.jp/


⑦ Twitter
NEWSにのりきれない図書館からのお知らせ情報をのせてい

ます。@SagaUnivLibraryをフォローしてください。

⑧調べる・探す
調べものをするときなどに役立つ情報を載せています。

⑨リンクいろいろ
図書館に関係するいろいろなサイトやページへのリンクで

す。貴重書デジタルアーカイブでは、
附属図書館所蔵の貴重な古い資料を公開
しています。ブクログでは図書館に新しく
入った図書の情報を載せています。
ぜひご覧ください。

⑦

⑧

⑨

図書館のWebサービス－図書館HP－

スマートフォン版
あります



My Library
(個人向けWebサービス) 

• 借りている本の返却期限確認や
貸出延長（1回のみ）

• 予約した本の状況確認
• グループ学習室予約・利用状況の確認
• 学生図書リクエスト（審議の上、購入します）

• レファレンス依頼（図書館への質問）

• 研究室図書の貸出依頼
• 他大学への文献複写依頼、貸借依頼

など

自分のID・パスワードを入力して利用できます

図書館ホームページのトップ画面にリンクあり

こちらから各メニューを操作できます

図書館のWebサービス－My Library－

図書館のWebサービスを利用すると、実際に図
書館に来なくても様々なことができます！

スマートフォンOK! 
いつでも好きな時に

利用できます

https://opac.lib.saga-u.ac.jp/portal/portal/selectLogin/?lang=ja
https://opac.lib.saga-u.ac.jp/portal/portal/selectLogin/?lang=ja


蔵書検索システム
(佐賀大学OPAC)

• 佐賀大学に所蔵されている図書や雑誌が検索で
きます。

• 貸出可能か貸出中かどうか分かります。
• 医学部の図書館から取寄が可能です。

図書館HPからも入れます

図書館のWebサービス－佐賀大学OPAC－

もちろんスマート
フォン版あり！

(OPACの使い方についてはスライドの31ページから紹介しています)

https://opac.lib.saga-u.ac.jp/opc/
https://opac.lib.saga-u.ac.jp/opc/


本を探す - 参考にできる資料は？

図書
・評価の定まった情報
・まとまった分量の知識
・内容が整理されている

新聞
・速報性
・時事関連の情報

学術雑誌
・最新の学術研究成果が論文等と
してまとめられている
・研究成果の公表場所

インターネット
・速報性
△信頼性 △整理
典拠のはっきりしている
情報しか利用できません

レポートなどを書くときは根拠を示す材料として文献資料が必要・・・
そのタイプによって特徴がことなります。おおまかには下記のようなものです。

図書館2階

図書館1階

図書館3階



図書を探す

② 調べたいテーマをキーワードにして「OPAC」で検索し、
参考にしたい資料をある程度絞る。
または資料のタイトルなどから、ピンポイントで検索する

① 調べたい分野の図書がある棚を見て探す

佐賀大学に所蔵している図書や雑誌を検索で
きる「佐賀大学OPAC」の使い方については
次のスライドから紹介します

or

https://opac.lib.saga-u.ac.jp/opc/


フリーワード検索窓
手がかりとなるキーワードを入力

OPACでの図書の探し方１ ‐TOP画面-



検索のポイント

＜AND検索＞
単語と単語の間にスペースを入れ検索することで、入力したすべての単語
が含まれているものを検索します。
複数のキーワードを入れることで、より絞り込むことができます。
例：大震災␣ボランティア

＜類義語検索＞
単語一つのみで調べると、似たような意味の単語があっても検索でヒット
しません。そのため、類義語も調べることで、より多くの資料を検索する
ことができます。

例：異常気象、気候変動、環境問題
※OPAC検索結果→異常気象(22件)、気候変動(130件)、環境問題(1488件)

検索方法は他にもあるため、気になった方はOPACトップ画面の右上にある
「ヘルプ」→「検索方法」をご覧ください！

震災 ボランティア



OPACでの図書の探し方２ -検索結果-

検索結果
一覧

出版年などで
絞りこみ可能

タイトルをクリックすると詳細画面へ→



貸出の状態を表示
貸出可・貸出中・
研究室所在 など

本の表紙画像
タイトル、著者など

貸出中の本→予約可能
医学分館の本→取寄可能

所在
青文字をクリックすると
大まかな場所を表示

請求記号
本はこの番号順に

並んでいる

OPACでの図書の探し方３ -詳細情報画面-



OPACでの図書の探し方４ -本の所在-

所在に「本館」と表示されているものは図書館にあります。
状態 巻 所在 図書ID 請求記号

「本館開架」以外の所在について
⚫ 「医分館」になっている → 取り寄せることができる

※「医分館」は鍋島キャンパスの図書館です

OPACの「予約・取寄」ボタンを押し、ログインすると依頼フォーム

が出るのでそこから取寄依頼ができます。

⚫ 「研究室所在」で学部学科等が表示される → 先生の研究室にある

My Libraryにログインし、「レファレンス・研究室図書貸出依頼」メ

ニューを開いて申し込むと、研究室図書を図書館が取り寄せて貸し出

します（研究室の利用状況によっては貸し出せない場合があります）



OPACでの図書の探し方５ -請求記号-

分類番号とは、本をその内容の主題(テーマ)によって分類し、数字で表したものです。

図書館の本は基本的にこの「分類番号」順に棚に並んでいます。

816.5

I 75

本の背に貼られた図書ラベルには請求記号が書かれています。

1段目には 分類番号 （０→９）
2段目には 著者記号 （Ａ→Ｚ）



110 　哲学各論 410 　数学 710 　彫刻

120 　東洋思想 420 　物理学 720 　絵画. 書道

130 　西洋哲学 430 　化学 730 　版画

140 　心理学 440 　天文学. 宇宙科学 740 　写真. 印刷

150 　倫理学. 道徳 450 　地球科学. 地学 750 　工芸

160 　宗教 460 　生物科学. 一般生物学 760 　音楽. 舞踊

170 　神道 470 　植物学 770 　演劇. 映画

180 　仏教 480 　動物学 780 　スポーツ. 体育

190 　キリスト教 490 　医学. 薬学 790 　諸芸. 娯楽

210 　日本史 510 　建設工学. 土木工事 810 　日本語

220 　アジア史. 東洋史 520 　建築学 820 　中国語. その他の東洋の諸言語

230 　ヨ－ロッパ史. 西洋史 530 　機械工学. 原子力工学 830 　英語

240 　アフリカ史 540 　電気工学. 電子工学 840 　ドイツ語

250 　北アメリカ史 550 　海洋工学. 船舶工学. 兵器 850 　フランス語

260 　南アメリカ史 560 　金属工学. 鉱山工学 860 　スペイン語

270 　オセアニア史. 両極地方史 570 　化学工業 870 　イタリア語

280 　伝記 580 　製造工業 880 　ロシア語

290 　地理. 地誌. 紀行 590 　家政学. 生活科学 890 　その他の諸言語

010 　図書館. 図書館学 310 　政治 610 　農業 910 　日本文学

020 　図書. 書誌学 320 　法律 620 　園芸 920 　中国文学. その他の東洋文学

030 　百科事典 330 　経済 630 　蚕糸業 930 　英米文学

040 　一般論文集. 一般講演集 340 　財政 640 　畜産業. 獣医学 940 　ドイツ文学

050 　逐次刊行物 350 　統計 650 　林業 950 　フランス文学

060 　団体 360 　社会 660 　水産業 960 　スペイン文学

070 　ジャ－ナリズム. 新聞 370 　教育 670 　商業 970 　イタリア文学

080 　叢書. 全集. 選集 380 　風俗習慣. 民俗学. 民族学 680 　運輸. 交通 980 　ロシア. ソビエト文学

090
　貴重書. 郷土資料.

　その他の特別コレクション
390 　国防. 軍事 690 　通信事業 990 　その他の諸文学

000  総記 300  社会科学 600  産業 900  文学

100  哲学 400  自然科学 700  芸術. 美術

200  歴史 500  技術. 工学 800  言語

OPACでの図書の探し方 -分類番号（請求記号）-

例：816.5 は「論文」に関する図書

8XX(言語) ＞ 81X(日本語)
＞ 816(文章,文体,作文) ＞ 816.5(論文)

棚には近接したテーマのものや似ている

図書が近くに並んでいるため、

周りの図書を眺めてみるのもおすすめです！！

816.5

I 75



① 資料を１階カウンターに持ってくる

ついでに…資料の借り方

貸出期間 貸出冊数

図書 2週間 10冊まで

シラバス図書 1週間 3冊まで

雑誌 1週間 3冊まで

学生証必須

② 学生証と一緒にカウンターの職員に
に手渡す。「貸出」とお伝えください

② カウンター設置の自動貸出機で手続き
を行う。

付録資料がついているものなどは自動貸出機での手続きができません。
職員にお渡し下さい。

or

返却の際も基本的に同じですが、
学生証は必要ありません。



まとめて検索

利用できる文献は図書館の図書や雑誌などいわゆる紙媒体だけではありません。
佐賀大学に所属する学生は多くの電子資料が利用できます。

例：電子ブック、電子ジャーナル、各種専門データベース、新聞記事、辞書・事典…

紙媒体も電子媒体も一度に全部検索できるツールがあります。
それが「佐賀大学まとめて検索」です。

検索のしかたは
OPACと同じ
調べたいテーマを

キーワードにして検索

※ 基本的に学内環境で使用してください。学外環境では検索結果が異なります。

佐賀大学まとめて検索

https://saga.summon.serialssolutions.com/
https://saga.summon.serialssolutions.com/


まとめて検索 ー検索結果ー

ジャーナル記事

オンライン辞書記事

図書の情報

いろいろなタイプの資料がまとめて
検索されます。
タイトルをクリックしてください。
「本文あり」や「オンラインで閲覧」の
電子資料はリンクを開いて
直接読むことができます。

すべての検索結果がすぐに読めるわけでは
ありません。所蔵していない図書も検索結
果に表れます。



資料のタイプや発行時期、
分野などで検索結果を絞り込む
ことができます。

検索前にあらかじめ絞り込み条
件を設定することもできます。

まとめて検索 ーしぼりこみー



その他のデータベース。学外からの利用

ほかにも利用できる電子
リソースがありその一覧は図書館
ホームページのデータベース一覧に
掲載しています。
なかでも大学の外からも利用できる
ものは学外から利用可能なデータ
ベース一覧にまとめています。

https://www.lib.saga-u.ac.jp/search/databases/
https://www.lib.saga-u.ac.jp/search/databases/index.php?icon2=0


電子図書館サービス
LibrariE(ライブラリエ)
今年導入した電子図書館・電子ブックサービスです。
こちらからアクセスし、画面右上の「ログイン」を開き
「学認はこちら」からログインしてください。
たくさんの電子ブックを気軽に読むことができます。

貸出：3冊まで2週間 予約：1冊(取置1週間) 延長：1回

https://www.d-library.jp/sagaul/g0101/top/


Maruzen eBook Library
（電子ブック）

学術書籍メインの電子ブックサービ
スです。学外から使用する場合には
「学認アカウントをお持ちの方はこ
ちら」からログインしてください。
ページをダウンロードすることも可
能です！(個人利用に限る)
こちらからアクセスできます

購読契約タイトルから読みたい本を探します

https://elib.maruzen.co.jp/


日経BP記事検索サービス
日経BP社の電子雑誌記事配信サービスです。学外からは閲覧
する記事を選んで「学認アカウントで利用する」より進みます。
こちらからアクセスできます

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/


わからないことがありましたら

お気軽にカウンターの職員まで

おたずねください。

ご覧いただきありがとうございました！

佐賀大学附属図書館公式ツイッター
@SagaUnivLibrary

図書館
ホームページ

まとめて検索OPAC


