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2023年 1月 31日 

利用者の皆さま 

 

＜2/1(水)～2/26(日)＞ 

図書館改修工事に伴う図書館サービスについて 

南山大学図書館長 

 

ライネルス中央図書館構想に基づく図書館改修工事のため、2/1(水)～2/14(火)の図書館

サービスの詳細は、下記のとおりとなります。 

なお 2/15（水）～2/26（日）は臨時休館となりますのでご注意ください。 

また工事の進捗によって状況が変わる場合には、図書館 Webページ（学内向けには PORTA）

等で随時お知らせいたします。 

 利用者の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお

願いいたします。 

 

記 

 

１．入退館ルートについて 

・入退館ルートは、図書館 Webページ＜8/1(月)～図書館への入館ルートが変更されま

す（7/26更新）」をご参照ください。 

 

２．サービスカウンターについて 

サービスカウンターを以下のとおり移設しています。 

 貸出・返却カウンター  1F→B1F 

 自動貸出返却機     1F→B1F 

 レファレンスカウンター 1F→B1F  

 

３．開館日・開館時間について 

日程 平日 土曜日 日曜日 

2/1(水)～2/4(土) 9:00-17:00 休館 

2/5(日) 休館 

2/6(月) 9:00-17:00 

2/7(火) 休館（本学入学試験） 

2/8(水) 9:00-17:00 

2/9(木)～2/13(月) 休館（本学入学試験） 

2/14(火) 9:00-17:00 

2/15(水)～2/26(日) 休館 

 開館日は図書館 Webページ「カレンダー」をご確認ください。 
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４．資料の配置場所・利用制限エリアについて 

 改修工事に伴い、資料を順次移動しています。また利用できない施設・スペースがあり

ますのでご注意ください。 

 図書館改修工事に伴う仮置きの資料は、蔵書検索(OPAC)の配置場所に反映されません。 

 資料の配置場所がわからない場合には遠慮なくスタッフにお尋ねください。 

資料の配置場所 

階 エリア 資料 備考 

３ 立入禁止 

２ 

メインストリート側 

■学習用資料（社会科学系：分類番号 400K-699K） 

■学習用資料（社会科学系：大型本） 

■CJSコーナー 

■文庫・新書 

■メディアルーム（マイクロリーダー） 

■新聞庫（1年保存分） 

・閲覧席あり 

グラウンド側 

■学習用資料（社会科学系：分類番号 300K-399K） 

■新着雑誌・新聞 

■（仮設書架）指定図書 

■（仮設書架）外国語読本 

■（仮設書架）問題集 

・閲覧席あり 

１ 立入禁止 

B１ グラウンド側 

■学習用資料 

（人文科学系：分類番号 000K-299K, 700K-999K） 

■（仮設）新着資料（学習用） 

・閲覧席あり 

B１ メインストリート側 

■（仮設）貸出・返却カウンター 

・閲覧席あり 

■（仮設）レファレンスカウンター 

■（仮設）自動貸出返却機 

■新着資料（研究用） 

■キリスト教コーナー 

■参考図書 

■製本雑誌 

■法判例／統計資料／社史等 

■（仮設書架）ブラウジングコーナー 

B2F ― 

■研究用資料（000-999） 

■短大コーナー 

■三宅文庫 

■地図／新聞保存庫／貴重書室 

・閲覧席あり 

 カトリック文庫資料ならびに貴重書の利用については、図書館 Webページで利用方法をご確認のうえ、

事前にお申込みください。 

 

５．資料の貸出期間・冊数について 

 2022年度中の資料の貸出期間・冊数は以下のとおりです。 

 MyLibraryからの貸出期間の延長は無制限です。 

 貸出中の資料を利用したい場合は、蔵書検索(OPAC)より予約してください。 

 学外書庫からの取り寄せは通常どおり行います。 



3 
 

＜本学学生＞ 

 学部生*1) 

（1～3年次生） 

学部生 

（4年次生） 
大学院生*2) 

冊数 期間 冊数 期間 冊数 期間 

一般図書 

30冊 
1か月 

40冊 
1か月 

50冊 

3か月 
視聴覚資料 

統計資料 
1か月 

ブラウジング資料 

指定図書 2週間 2週間 2週間 

製本（雑誌・新聞） 貸出不可 貸出不可 1か月 

未製本雑誌 5冊 2週間  5冊 2週間 5冊 2週間 

*1) 科目等履修生、受入れ交換留学科目等履修生、研修生、特別聴講生、外国人留学生別科学生、 

外国人留学生別科聴講生を含む。 

*2) 科目等履修生、受入れ交換留学科目等履修生、研修生、特別聴講生を含む。 

 未製本雑誌は 2022年 4月発行分より貸出可能。 

＜本学園・本学教職員＞ 

 本学教育職員*3) 

本学園教育職員*4) 

本学園事務職員*5) 

本学非常勤講師・本学研究員 

本学研究所員 

冊数 期間 冊数 期間 

一般図書 

100冊 

6～13か月*6) 

50冊 

3か月 
視聴覚資料 

統計資料 

1か月 1か月 ブラウジング資料 

製本（雑誌・新聞） 

指定図書 2週間 2週間 

未製本雑誌 10冊 2週間  10冊 2週間 

*3) 名誉教授、客員教授を含む。 

*4) 本学を除く本学園の単位校の教育職員（名誉教諭、非常勤講師を除く。） 

*5) 名誉職員を含む。臨時職員を除く。 

*6) 返却期限日は以下のとおり 

貸出日 返却期限日 

2/1～8/31 翌年 2月末日 

9/1～1/31 翌年 9月末日（貸出日が 1/1～1/31は、同年 9月末日） 

 未製本雑誌は 2022年 4月発行分より貸出可能。 
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６． ILL（文献複写・相互貸借）・レファレンスサービスについて 

通常どおり、実施します。 

 ILL（文献複写・相互貸借）は MyLibraryよりお申込みください。 

 臨時休館中も ILLの受け渡しは可能です。 
 レファレンスはメイル、Zoomでも受け付けます。（休館日を除く） 

 

７．図書館除籍資料の活用実施（リサイクル資料の提供）について 

 リサイクル資料は随時提供予定です。提供場所や期間は、都度お知らせします。 

 

８． ブラウジングコーナーの雑誌について 

 ブラウジングコーナーの雑誌配架を取り止め、電子雑誌読み放題サービス 

（dマガジン forBiz）を導入しました。 

 dマガジン forBizは図書館内で利用できます。 

 

９．学外の方の利用について 

サービスの範囲 
資料の貸出、返却、更新のみ 

・閲覧スペース、視聴覚ブース、新聞閲覧等の利用はできません。 

利用できない方 

■他大学の学生 

・他大学の学生は所属大学図書館を通じて資料の貸出や雑誌論文の複写の取り

寄せを依頼してください。 

■高校生（学園内の中・高校生を含む） 

・学習スペースが確保できませんので、2022年度は利用不可とします。 

詳細は、図書館 Web ページ「＜2022 年度＞学外の方の図書館利用について（5/9 更新）」

をご参照ください。 
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10．今後の予定について 

(1)利用制限エリア（予定）                   ＊一部利用制限有 

日 程 1F 2F 3F B1F B2F 

2/27(月)～ ○ ○ × ○ ○ 

(2)開館時間（予定） 

日程 平日 土曜日 日曜日 

2/27(月)～3/31(金) 9:00-17:00 休館 

 開館日は図書館 Webページ「カレンダー」をご確認ください。 

 

以上 

 


