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開館⽇・時間（授業期間）
平 ⽇ ９︓００－２１︓３０

（書庫︓－２１︓００）

⼟・⽇・祝⽇ ９︓００－１７︓００
（書庫︓－１６︓００）

埼⽟⼤学図書館

※ 館内整理⽇
（４-６⽉と１０⽉の第４⽊曜⽇）は
１７:００から開館

※ 休館⽇
むつめ祭実施⽇ など（詳しくは図書館ＨＰへ）

OPACの使い⽅（図書）

埼⽟⼤学図書館

①図書館に
配架されている

②貸出中ではない

③請求記号をメモ
して、資料を探し
に⾏こう︕︕

埼⽟⼤学図書館

ライブラリー・アシスタント(LA)による
学修⽀援をおこなっています︕

担当者の所属 ※以下は過年度の例です

 本が⾒つからない
 情報端末の使い⽅が分からない
 論⽂ってどう書くの︖
 レポートの添削ってしてもらえるの︖ etc…

皆さんの疑問・質問に⼤学院⽣がお答えします︕
どんな⼩さなことでも、お気軽にご相談下さい︕

図書館ラーニングコモンズ２階
サポートデスク
で皆様をお待ちしております。

詳しくは

埼⽟⼤学図書館

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

10時40分
~

13時40分
教育学部 ⼯学部 経済学部 ⼯学部 教養学部

13時10分
~

16時10分
教養学部 ⼯学部 教養学部 教養学部 理学部

資料の⾒つけ⽅（図書）
背ラベルの請求記号
書架における本の並び⽅

埼⽟⼤学図書館

背ラベル

←分類記号
←著者記号

816.5

Sa

資料の⾒つけ⽅（図書）
書庫の中にも図書があります
館内利⽤が終わったらブックトラックへ

埼⽟⼤学図書館

資料の⾒つけ⽅（雑誌）
階数で置いてある雑誌の種類が違うので注意
アルファベット順に並んでいます

埼⽟⼤学図書館

使い終わった雑誌は
ここに戻しましょう
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資料の⾒つけ⽅（雑誌）

訓令式ローマ字

ザ,  ジ,  ズ,  ゼ,  ゾ →  Za,  Zi,  Zu,  Ze,  Zo
タ,  チ,  ツ,  テ,  ト →  Ta,  Ti,  Tu,  Te,  To
ハ,  ヒ,  フ,  ヘ,  ホ →  Ha,  Hi,  Hu,  He,  Ho
ジャ,   ジュ,  ジョ →  Zya,      Zyu,      Zyo
チャ,   チュ,  チョ →  Tya,      Tyu,      Tyo

埼⽟⼤学図書館

開館時の返却

埼⽟⼤学図書館

すぐに返却処理がされないので、他の
図書を借りたい場合は、直接カウンターで返却する

CDやDVDなどの資料が付いている図書は
直接カウンターで返却する

埼⽟⼤学図書館以外から借りた図書・各学部の資料を
⼊れない

⽂献複写と著作権法
コピー機はプリペイドカード式なので、現⾦での利⽤ができ
ません
コピーできるのは図書館の資料だけです

埼⽟⼤学図書館

⼤学⽣協で購⼊

⽂献複写と著作権法

埼⽟⼤学図書館

雑誌や新聞の最新号は

図書のコピーは

図書館内でのPC利⽤

図書館内のPCを使う
OPAC端末
情報端末

⾃分のPCを使う
無線LAN

埼⽟⼤学図書館

図書館のゾーニングについて

ラーニングコモンズは「賑わいの空間」
→ＰＣ等利⽤可能、会話も可

２号館は「静粛な空間」
→会話不可、打鍵⾳など⾳の出る機材(パソコン、

電⼦辞書等)使⽤不可

１号館は上記２館の中間状態を⽬指した利⽤
埼⽟⼤学図書館
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配架場所 ：学内のどこに図書があるかがわかります。図書館内にある場合は、図書館（○○）と表示されます。
　（詳しくは"配架場所と位置"の図をご覧ください。）

請求記号 ：図書の背表紙に貼られているラベルの番号です。各配架場所に、この記号順で並んでいます。
状態 ：図書が貸出されている場合は、「貸出中」の文字と返却期限が表示されます。

　その他、「禁帯出」(貸出できない資料)、「研究室」(研究室所蔵資料）などが表示されます。
巻冊次 ：複数巻ある資料の場合、所蔵されている巻次、年次などが表示されます。

配架場所 ：学内のどこに図書があるかがわかります。図書館内にある場合は、図書館（○○）と表示されます。
　（詳しくは"配架場所と位置"の図をご覧ください。）

所蔵巻号 ：各配架場所で所蔵されている雑誌の巻号が表示されます。
　「＋」が表示されているものは、掲載されている巻号以降のものも受入が予定されているものです。

請求記号 ：雑誌はアルファベット順に並んでいます。一部雑誌は請求記号欄にアルファベットが表示されますの
　で、請求記号を参考に資料を探してください。

備考 ：「新着雑誌コーナー」とあるものは１号館２階参考図書室の新着雑誌コーナーに配架されています。
　＊前年度以前のバックナンバーは雑誌室に配架されています。

OPACから資料を探す



館内の配架場所と位置

配架場所 館内での位置 フロア
①図書館(閲覧室) 分野により閲覧室が違います

社会科学 閲覧室(２号館２階) ２階
⼯学・⾃然科学 閲覧室(２号館３階) ３階

⼈⽂科学 閲覧室(１号館３階) ３階
②図書館(⽣産原論) 閲覧室(２号館３階) ３階
③図書館
(卒業⽣著書コーナー)

閲覧室(２号館３階) ３階

④図書館(⼤型本) 閲覧室(２号館２階) ２階
閲覧室(１号館３階) ３階

⑤図書館(雑誌-和) 雑誌室 ３階
⑥図書館(雑誌-L) 雑誌室 ３階
⑦図書館(⽬録) 雑誌室 ３階
⑧図書館(書庫⽬録) 雑誌室 ３階
⑨図書館(国際交流コモンズ) ラーニングコモンズ ３階
⑨図書館国際交流ＧＹ ラーニングコモンズ ３階

⑩図書館(参考図書) 参考図書室 ２階
⑪図書館(シラバス) 参考図書室 ２階
⑫図書館(埼⼤⽣教養図書) 参考図書室 ２階
⑬図書館(ダイバーシティ) 参考図書室 ２階
⑭図書館(埼⼤コーナー) 参考図書室 ２階
⑮図書館(⽂庫新書) 参考図書室

  ⽂庫は閲覧席側
  新書はAV資料側

⑯図書館(継続参考図書) 参考図書室 ２階
⑰図書館(マイクロ) 参考図書室 ２階
⑱図書館(雑誌-洋) 雑誌室 ２階

⑲図書館(雑誌-紀要-和) 雑誌室 １階
⑳図書館(雑誌-紀要-洋) 雑誌室 １階
㉑図書館(雑誌-機関等) 雑誌室 １階

㉒図書館(雑誌-露語等) 雑誌室 １階

㉓図書館(雑誌-新聞) 雑誌室 １階
㉔図書館(旧浦和⾼校蔵書)
和書のみ

雑誌室 １階

㉕図書館(旧師範学校蔵書) 雑誌室 １階
㉖図書館(旧⼠官学校蔵書) 雑誌室 １階

㉗図書館(書庫) 分野等により階が違います
洋書 １階
社会科学、博⼠論⽂ ２階
⼈⽂科学・⾃然科学・⼯学 ３階 ※1「図書館(旧浦和⾼校蔵書)」の和書は１階雑誌室、洋書は３階浦⾼書庫(施錠中)にあります。

㉘図書館(上原⽂庫) 書庫 ３階 ※2 レファレンスカウンターの受付時間は平⽇の9時〜17時（12時15分〜13時15分は除く）です。
 図書館(旧浦和⾼校蔵書)
 洋書 ※1
図書館(旧制浦和⾼校同窓会)
図書館(ファーブル・
コレクション)

保管場所施錠中
レファレンスカウンターで
お尋ねください ※2

２階


