
ラベルの上の段の番号から 
順に探しましょう。 

　当館所蔵の資料を著作権法の範囲内でコピーする
ことができます。

請求記号の順番に左から右へ 
上から下へ 

請求記号ラベルの見方 

書棚での本の並び 

書棚での本の配列 

側板サイン 

まず1段目の分類番号を見て探
し、同じ分類番号内では2段目
の整理番号順に探します。

　図書館資料の背に貼ってあるラベルの番号を「請
求記号」といいます。図書館資料は基本的にこの請求
記号順に並んでいます。OPACで検索すると、所在
（本がある場所）と一緒に表示されます。 

●著作物は全部でなく一部分であること。 
●雑誌・新聞などの定期刊行物に掲載された各論文その他の記事はその全部 
　であるが、発行後担当の期間を経たもの（次号が既刊となったもの、または 
　発行後3ヶ月を経たもの、等）に限ること。 
●コピー部数は一人について一部のみであること。 
●利用者の調査研究のためであること。 
●有償無償を問わず、再複写したり頒布しないこと。 

※必ず備え付けの「文献複写申込書」に記入の上、カウンターへ申し込んでください。 
※ノート等の私物のコピーはできません。私物のコピーは、１号館１Ｆもしくは３号館のコピー機をご利用ください。 

大学図書館は、著作権法第31条（図書館等における複製）によって 
一定の範囲で複製することが認められています。 

ようこそ図書館へ

図書館キャラクター「はんな」ちゃん

いつからか、阪南大学図書館
に住み着いた好奇心旺盛なパ
ンダ。図書館PR活動のために
館内やウェブサイトで活躍中。
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入館と退館

禁煙 

9：00～20：00（17：00） 

9：00～17：00 

9：00～17：00（12：30） 

19：45（16：45）まで 

16：45（12：15）まで 

9：00～12：30 

16：45まで 

12：15まで 

　開館日時・貸出条件の変
更や臨時休館等のお知ら
せは、掲示板やウェブサイ
トでお知らせします。 

　学生証（図書館カード）を入館
ゲートに通して入館してください。
不携帯の場合は、カウンターに申
し出てください。 
　図書館を出るときは、退館ゲー
トを通ってください。 

　大学図書館は、大学における教育・研究活動に大きな役割を果たす
中心的な存在です。阪南大学図書館は、本キャンパスに図書館本館、南
キャンパスに図書館分室をもち、学習・研究活動や教養を身につけるた
めに必要な資料を蓄積しています。約42万冊の図書と約2,400種類
の雑誌を所蔵し、視聴覚資料や電子資料も充実しています。それらの
資料は約740席の閲覧席で自由に利用することができます。 
　南キャンパス分室は国際観光学部関連の専門資料を中心に収集し
ています。 
　また地域に開かれた生涯学習の拠点として、一般の社会人にも図書
館を開放しています。 

図書館への入館や貸出に学生証が必要です。 
（退館時には必要ありません）

静かで明るい



 

参考図書（辞書類含む） 
 
雑誌・大学紀要の最新号　　　視聴覚資料（DVDなど） 
その他貴重品図書など 

　春・夏・冬期の休業中などには、長期間の貸出を行って
います。 

　図書を返却するためのポストです。休館・閉館時に利用できるポス
ト(本キャンパス1号館正面入口前、南キャンパス分室入口前)と開
館時間中も利用できるポスト(図書館本館入口横)の2種類を設置し
ています。 

　本学に必要な資料がない場合は、他大学図書館等からコピー（文献
複写）や図書（現物賃貸）を取り寄せて利用することができます。また、
必要な資料を所蔵している大学図書館等に直接訪問して利用すること
もできます。 

　図書・雑誌などを紛失・汚損した場合は、すぐにカウンター
まで届け出て所定の手続きを行ってください。原則として、
同一資料または購入金額での弁償とします。 

　本学に所蔵していない資料は、購入をリクエストできます。大学図書
館の資料としてふさわしいもので、希望する資料があればリクエストし
てください。（選書方針により、ご希望にそえない場合もあります。） 

学 申　込 

学 申　込 

学 申　込 

学 申　込 

学 

学 

学 

ＣＤ等の付属資料がある場合は、本と一緒にカウンターへ返却してください。 

返却期日を過ぎていたり、他の人の予約が入っている場合は、延長できません。 

アクセス方法 阪南大学「HlhT」システム⇒「サービス」メニュー内⇒「図書館マイライブラリ」 

マイライブラリとは？ 

ス 

※雑誌の貸出についてはカウンターまでお問い合わせください。 

本学の学生/院生/教職員が利用できるサービス 学 

…本の背に【館内】・【禁帯出】の赤色の 
　シールが貼ってある資料 



OPAC検索結果詳細画面 阪南大学図書館ウェブサイト 

資料を探しに行くときは、所在（①）と請求記号（②）をメモしておきましょう。 

ラベルの上の段の番号から 
順に探しましょう。 

　当館所蔵の資料を著作権法の範囲内でコピーする
ことができます。

請求記号の順番に左から右へ 
上から下へ 

請求記号ラベルの見方 

書棚での本の並び 

書棚での本の配列 

側板サイン 

①所在 
②請求記号 

まず1段目の分類番号を見て探
し、同じ分類番号内では2段目
の整理番号順に探します。

総記 
哲学 
歴史 
社会科学 
自然科学 
技術・工学 
産業 
芸術・美術 
言語 
文学 

000 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

（0類） 
（1類） 
（2類） 
（3類） 
（4類） 
（5類） 
（6類） 
（7類） 
（8類） 
（9類） 

　図書館の資料は、その主題（テーマ）に
より日本十進分類法（ＮＤＣ）によって、左
の表のように分類され、それぞれ分類番
号が与えられています。まず、自分の探し
ている資料がどこに分類されているか調
べ、その分類番号の書棚に行って探して
みてください。 

　図書館資料の背に貼ってあるラベルの番号を「請
求記号」といいます。図書館資料は基本的にこの請求
記号順に並んでいます。OPACで検索すると、所在
（本がある場所）と一緒に表示されます。 

　実際に書棚を見て探す方法のほかに、阪南大学蔵書検索システム
ＯＰＡＣ※で検索して探す方法があります。ＯＰＡＣは阪南大学図書館ウェ
ブサイトから利用できます。また、携帯サイトからでも利用できます。 

学 

　本館３Ｆの一般図書は、政治経済・経営など
の分類番号300番台（３類）の本が並ぶ社会
科学コーナーと、それ以外の分類番号の本
が並ぶ人文・自然科学コーナーの２つに分か
れています。 

※ＯＰＡＣ…オパック、オーパックと読みます。Online Public Access Catalogの略。 
　　　　　オンライン蔵書目録のこと。　 

●資料の状況（③）が【貸出中】の場合は、予約できます。 
●所在が「書庫」と表示された場合はカウンターで資料を請求してください。 
　入庫を希望する場合は、カウンターに申し込んでください（　　）。 
●別のキャンパスにある資料は、カウンターで申し込んで取り寄せできます。 

●著作物は全部でなく一部分であること。 
●雑誌・新聞などの定期刊行物に掲載された各論文その他の記事はその全部 
　であるが、発行後担当の期間を経たもの（次号が既刊となったもの、または 
　発行後3ヶ月を経たもの、等）に限ること。 
●コピー部数は一人について一部のみであること。 
●利用者の調査研究のためであること。 
●有償無償を問わず、再複写したり頒布しないこと。 

※必ず備え付けの「文献複写申込書」に記入の上、カウンターへ申し込んでください。 
※ノート等の私物のコピーはできません。私物のコピーは、１号館１Ｆもしくは３号館のコピー機をご利用ください。 

大学図書館は、著作権法第31条（図書館等における複製）によって 
一定の範囲で複製することが認められています。 

こんなときは… 

③状況

本学の学生/院生/教職員が利用できるサービス 学 



著作権の範囲内で所蔵
資料をコピーできます。
（図書館資料のコピーに
限ります。） 

図書館の資料を返却できます。休館・閉館時は、
１号館または南分室入口前のポストへ。（ＣＤ付
きの資料等一部投函できない資料があります。） 

学 

学 

本学の学生/院生/教職員が利用できるサービス 学 

学 

入館/退館ゲート 

入館/退館ゲート 

入館には、学生証（図書館カード）
が必要です。図書館を出るときは、
退館ゲートを通ってください。 

無線ＬＡＮ対応で館内のどの席か
らでも利用できます。利用申込
はヘルプデスクへ。（館内利用） 

（学生のみの利用はできません）



本学の学生/院生/教職員が利用できるサービス 学 

学 学 

学 

（　  ）。学 

学 

※分類番号…本の主題（内容）によって、与えられた数字のこと。詳しくは、「本の探し方」をご覧ください。 

※分類番号 

教科書 
論文作成 

※分類番号 

マイクロ資料室 
営業報告書など貴重な
資料のマイクロフィル
ム・フィッシュがあり、
リーダープリンターで
閲覧や複写ができま
す。 

アダム・スミス『国富
論』、T.R.マルサス『人
口論』の初版本やアダ
ム・スミス自筆の手紙な
ど本学の貴重な財産を
保存しています。 

関心の高いテーマをとりあ
げ、そのテーマにそった本を
集めています。テーマは定期
的に変更します。 

新しく入った図書を、このコー
ナーに展示しています。 

百科事典・各種辞典・事典・語学
辞典・年鑑・白書・統計書などが
あります。（館内利用） 

授業計画書（シラバス）に掲載
された教科書、授業に関わる
参考文献などがあります。 
また、レポートや論文作成に役
立つ本も集めています。 

館内には個人席も含め、約
740席あり、自由に利用する
ことができます。各席にノート
パソコン用の電源コンセント
が付いています（　 ）。 

集中して学習できるように約
100席の個人ブースを設け
ています。 

推薦図書・教科書コーナー

全面電動式の集密書棚です。和図
書の専門書や貴重書の他、洋図書
や雑誌のバックナンバーがありま
す。書庫にある資料の利用申込は
カウンターまで。 また、希望すれ
ば入庫することもできます（　  ）。 

一人用の研究室です。学習や研究
に専念でき、ノートパソコンの利用
もできます。利用申込は、カウン
ターまで。 

学 

【座席数】 
約130席 

使い方いろいろ！



 

（登録制）。

参考図書（辞書類含む） 
 
雑誌・大学紀要の最新号　　　視聴覚資料（DVDなど） 
その他貴重品図書など 

　地域の高校生の学習活動を支援する活動として、大学の夏期休業
期間に図書館を開放しています。 

　 学生が利用する”資料の収集を重視し、書店で学生が直接図書
館の本を選ぶ「選書ツアー」を実施しています。また、ゼミ単位でテ
ーマにそった選書を行う「ゼミ選書ツアー」も行っています。 

　図書館の開館時間・休館日のカレンダー、新しく入った本の紹介、利
用案内、館内マップ、ガイダンスやイベントのお知らせなどを掲載し
ています。また、阪南大学ＯＰＡＣ（蔵書検索）や、文献探索に便利なオ
ンラインデータベース（　 ・学内専用）にリンクしています。 

　春・夏・冬期の休業中などには、長期間の貸出を行って
います。 

学 

学 申　込 

学 申　込 

学 

返却期日を過ぎていたり、他の人の予約が入っている場合は、延長できません。 

” 

本学の学生/院生/教職員が利用できるサービス 

※雑誌の貸出についてはカウンターまでお問い合わせください。 

学 

本学の学生/院生/教職員が利用できるサービス 学 

また、資料検索法、データベース検索法等の利用ガイダンスも実施しています。

…本の背に【館内】・【禁帯出】の赤色の 
　シールが貼ってある資料 
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