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2023年 2月 21日 

利用者の皆さま 

 

＜2/27(月)～3/31(金)＞ 

プレオープン期間中の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は 2023年 4月 1日にリニューアルオープンいたします。プレオープン期間中と

なります 2/27（月）～3/31（金）の図書館サービスの詳細は、下記のとおりです。 

 また、プレオープン期間中は東面前庭の外構工事を実施しており、重機による騒音や通行に制限があり

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。 

 

記 

１．開館日・開館時間について 

日程 平日 土･日･祝 

2/27(月)～3/31(金) 9:00-17:00 休館 

※ 2/15（水）～2/26（日）は臨時休館。開館日は図書館 Webページ「カレンダー」をご確認ください。 

 

２．入退館ルートおよび各フロアについて 

詳細は別紙のフロアマップを参照してください。 

 

• 1階 エントランスラウンジ 

南山学園の建学の精神に触れることができる展示を準備中です。なお、入退館ゲートの外となり、利

用の際にユーザーカードは不要です。 

 

• 入口および入退館ゲート 

図書館東面前庭の外構工事を実施中のため、通行に制限があります。詳細は別紙の前庭工事案内を確

認してください。入館にはユーザーカード（職員証・学生証）が必要です。 

 

• 自動貸出返却機 

プレオープン期間は 1階グラウンドサイドに 1台設置します。なお、4月に 1階エレベーターホール

に 1台増設予定です。 

 

• エレベーター 

各階への移動には階段のほか、エレベーターも利用できます。利用するためには入退館ゲート（スト

リートサイド）を通ってください。 
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３．資料の配置場所 

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。 

階 エリア 施設/配架資料 

３ グループで利用するエリア 

・ラーニングコモンズ① 

・ラーニングコモンズ② 

・会議室 

２ 学習のための静かなエリア 

ストリートサイド 

・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資料 

・新書・文庫 

・メディアルーム（DVD/マイクロ資料他） 

・新聞庫（1年保存分） 

グラウンドサイド 

・学習用資料（社会科学系：分類番号 300K-399K） 

・新着雑誌・新聞 

1 

集うエリア 

エントランスラウンジ 

・NANTOルーム 

学生のためのエリア 

グラウンドサイド 

・指定図書 

・外国語読本 

・新着本 

・ブラウジングコーナー 

・サービスカウンター（貸出・返却） 

・サービスカウンター（レファレンス） 

・セミナールーム 

B1 学習・研究のための静かなエリア 

ストリートサイド 

・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 

・点字資料 

・貴重書庫 

・カトリック文庫 

グラウンドサイド 

・学習用資料（人文科学系：分類番号 000K-299K, 700K-999K） 

・学習用資料（人文科学系:大型本） 

B2 学習・研究のための静かなエリア 

・研究用資料（分類番号 000-999） 

・研究用資料（大型本） 

・大型地図 

・南山短期大学資料 

・三宅文庫 

・製本新聞 

※ カトリック文庫資料ならびに貴重書庫の利用については、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。 
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４．主な施設・設備について 

プレオープン期間は次の運用とします。 

 

• NANTOルーム（1階 エントランスラウンジ） 

図書館公式キャラクター「南図(なんと)の三博士」にちなんだ名称がつけられた空間です。様々なイ

ベント（講座・上映会・ワークショップ・ギャラリートークなど）を行い、知的好奇心を刺激する空

間を目指します。イベントのない時間帯は会話やディスカッションが可能なスペースとして利用で

きます。※プレオープン期間中に什器が随時搬入予定ですのでご了承ください。 

 

• セミナールーム（1階 グラウンドサイド） 

司書課程・学校図書館司書教諭課程の授業や図書館利用講習会、図書館所蔵資料を必要とする授業な

どを行う空間です。授業で利用する場合は予約が必要となります。なお、授業や講習会で使用してい

ない時間帯は閲覧席として利用できます。 

 

• メディアルーム（2階） 

DVD や CD のほか静止画像（マイクロリール・マイクロフィッシュ）や電子資料が保管され、それら

の視聴に必要な機材を配置しています。また、館内の DVD などの映像資料を視聴できるブースがメ

ディアルームの北面に 10台、メディアルーム内に 2台設置してありますので利用してください。な

お、マイクロリール等の印刷を希望される場合は、サービスカウンター（貸出・返却）でお申込みく

ださい。 

 

• ラーニング・コモンズ①②（3階） 

グループで議論しながら学習できる空間です。目的や人数に応じて学習環境を自由にデザインする

ことができる可動式の椅子やテ－ブル、パ－ティション、ホワイトボ－ド、プレゼンテ－ション用機

器等を配置した開放的な学習空間になっています。学生が自ら学習する場所として利用できます。た

だし、長時間（3時間以上）のご利用はお控えください。 

 

 以下の施設は準備中（4月 1日オープン）となりますので、ご了承ください。 

 

• 展示エリア（1階 グラウンドサイド） 

特殊コレクションであるカトリック文庫や貴重な資料、学部や学生の研究発表などを展示し、知的好

奇心を刺激する空間を目指します。 

 

＜利用条件等＞ 

施設・設備 場所＊1 プレオープン期間中の利用 対象 利用人数 音出し＊2 

NANTOルーム 1階 可（予約利用は 4月以降） 利用者 最大 36名 

不可 

セミナールーム 1階 可（予約利用は 4月以降） 利用者 最大 60名 

メディアルーム 2階 可 利用者 ― 

ラーニング・コモンズ①② 3階 可 学生 
① 2名以上 

② 3名以上 

*1) 利用時間は設置階に準じます。 

*2) 「音出し」とは楽器演奏等を指します。 
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５．資料の貸出期間・冊数について 

3月 31日までの資料の貸出期間・冊数は以下のとおりです。 

• 下線箇所は 2022 年度の改修工事に伴う措置（2023年 3月 31日まで）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。 

＜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 

※ 未製本雑誌は 2022年 4月発行分より貸出可能。ただし、返却期限は 2023年 3月 31日。 

*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。 

＜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 

※ 未製本雑誌は 2022年 4月発行分より貸出可能。ただし、返却期限は 2023年 3月 31日。 

*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） 
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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。 

• 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 4月以降に提供予定です。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 for Biz）

を導入しています。 

•  AXIA利用者の方は無線 LAN に接続し、図書館内で dマガジン for Bizを利用できます。 

 

９．学外の方の利用について 

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。 

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。* 

*3月 17日以降は、次年度利用登録の上で閲覧席をご利用いただくことが可能となりますので、 

 後日改めて図書館 Webページでご案内します。 

 

１０．飲食について 

 フタが完全に閉まる密閉容器での水分補給は可とします。また、エントランスラウンジの飲食コーナー

（エレベータホール横）では飲食可能とします。（ただし、においの出るものは飲食しないこと。） 

１１．携帯電話・スマートフォンでの通話について 

 エントランスラウンジ内のみ通話が可能です。 

１２．写真撮影について 

 エントランスラウンジ内のみ写真撮影が可能です。他の利用者が映り込まないようご注意ください。 

 

 

以上 


