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●施設・設備・利用時間  

階 施設・設備 利用時間＊ 

８
階 

聖徳博物館 9：00～17：00  

閲覧ラウンジ、ラウンジ（ライブラリー・ 

カフェ）、自動販売機 、化粧室  

8：45～21：30  

７
階 

一般図書・参考図書・大型本（自然科学・ 

技術・産業・芸術・言語・文学）、新聞 

縮刷版、洋書、閲覧席、個人閲覧室、グルー 

プ学習室、教員閲覧室、コピーコーナー、 

自動貸出機、検索用パソコン、化粧室  

６
階 

一般図書・参考図書・大型本（総記・哲学・ 

歴史・社会科学）、学術雑誌、シラバスコー 

ナー、教職コーナー、教科書コーナー、 

就職コーナー、閲覧席、個人閲覧室、グ 

ループ学習室、教員閲覧室、コピーコー 

ナー、自動貸出機、検索用パソコン、 

化粧室  

受付カウンター(貸出・返却・レファレンス) 

５
階 

(

地
上
階) 

こども図書館(絵本)、ポピュラーライブラリー 

(文庫・新書・コミック)、新聞、一般雑誌、 

郷土史コーナー、閲覧ラウンジ、自動貸出機、 

検索用パソコン、化粧室 

入退館ゲート  ブックポスト  

8：45～17：30  

（土曜日～15：00） 

４
階 

メディアパーク、視聴覚資料室、メディ 

ア工房、受付カウンター、化粧室 

入退館ゲート 

8：30～19：30  

（土曜日～17：30）  

３
階 

書庫、閲覧席 （8：45～21：30）  

＊通学生の授業実施期間中の利用時間です。休業期間中については図書館 

ホームページ、館内掲示等をご覧ください。 

 

●休館日 

・日曜日、国民の祝日  

・創立記念日（４月27日）、聖徳祭関係の日  

・年末年始（12月28日～翌年１月５日） 

・その他、学園の定める日  

開館時間・休館日の変更は、その都度、図書館ホームページ、 

館内掲示等でお知らせします。  

 

●利用資格 

・本学の学生、教職員 

＊次の方は資料の閲覧のみの利用となります。 

＊本学の卒業生（通学課程・通信教育部の科目等履修生およ

び通信教育部の課程正科生は除く） 

＊聖徳学園に在籍する園児・児童・生徒・学生  

＊ＳＯＡ（聖徳オープンアカデミー）の会員  

＊その他図書館長の許可を受けた方 

●入退館 

入退館ゲートに SEICA（学生証）を読み取らせると、ゲートが 

開きます。学生証を忘れた際は５階入退館ゲートの横に設置して 

いる内線電話にてご連絡 ください。  

 

●閲覧室 

閲覧室は５・６・７階の各階にあります。個室閲覧席（48 室） 

とグループ学習室（６室 ）は６・ ７階にあります。これらを利  

用する場 合は、６階 受 付 カウンターで手 続 きをしてください。  

 

●ライブラリー・カフェ 

８階のラウンジに自動販売機が設置されていますのでご利用く 

ださい。その他のフロアではペットボトルや水筒など密閉容器  

に入った水の持ち込み、飲用ができます。但し、パソコン・AV 

機器等の設置場所では飲み物を持ち込むことはできません。結  

露や飲みこぼし等による図書館資料への水漏れには十分注意し 

てください。＊食事はできません。 

 

●資料の探し方  

所蔵資料は図書館のホームページの「蔵書からさがす」から検  

索することができます。所在は「５階開架こども図書館」、「６ 

階開架閲覧室」、「７階開架閲覧室」のように表示されます。そ 

れぞれの階で探してください。視聴覚資料は４階にあります。 

所在が自動書庫の資料は学内のパソコンから請求できます。検  

索結果詳細画面で「この本を読む」を選択し、「６階で受け取る」 

を選択すると６階受付カウンターで受け取ることが出来ます。 

また、書庫の資料は「資料請求票」を印刷し必要事項を記入の上、  

６階 受付 カウンターで請求 してください。  

請求記号は図書の背表紙ラベルに表示されています。日本の図  

書館で採用している日本十進分類法に基づいています。閲覧室  

の図書は日本十進分類法で定められた順番で並んでいます。 

 

●閲覧 

閲覧室の図書は自由に利用できます。利用後は次の利用者のた 

めに、必ず元の位置に戻すか返却台に置いてください。書庫・ 

自動書庫内の図書は所定の手続きを済ませた上で、利用できま 

す。利用後は６階 受付 カウンターに返却 してください。  

 

●貸出冊数  

貸出 対象 冊数 期間 延長 

通常 
教職員・大学院生 20 冊 １ヶ月 

可 
学部短大生 10 冊 ２週間 

卒論*1 学部・短大生（卒業年次生） 10 冊 １ヶ月 不可 

特別*2 教職員・全学生 20 冊 ２ヶ月 不可 
＊１卒論貸出は所定の手続きが必要です。 
＊２特別貸出は春、夏、冬期休暇中に実施します。 



●貸出 

貸出・延長の手続きができる自動貸出機が５・６・７階 に設 置  

されています。借りたい資料と SEICA（学生証）をお持ちくだ 

さい。６階受付カウンターでも貸出処理を行います。  

 

●返却 

開館時間中は、６階受付カウンターにご返却ください。閉館時 

には図書館５階入口壁面にあるブックポストをご利用ください。 

 

●貸出延長 

通常貸出のみ１回に限り貸出期間を延長することができます。 

手続きを行った日から起算して２週間（教職員・大学院生は 

１ヶ月）、貸出期間が延長されます。６階受付カウンターのほか、 

自動貸出機、マイライブラリまたは携帯電話サイトでも延長の 

手続きができます。ただし予約のある場合や返却期限を過ぎた 

場合は延長できません。  

 

●再貸出 

延長手続きをした資料、特別貸出中の資料をもう少し利用した 

い場合は再貸出が１回に限り可能です。６階受付カウンターで 

お申し出ください。ただし、予約のある場合や返却期限を過ぎ 

た場合は再貸出できません。  

 

●予約 

貸出中の資料は、６階受付カウンターまたはマイライブラリ、 

携帯電話サイトから予約ができます。該当資料が返却され次  

第、登録されているメールアドレスに連絡します。資料は６階  

受付カウンターに１週間取 り置きします。  

 

●延滞 

返却が遅れた場合はペナルティとして遅れた日数分だけ貸出、 

予約、資料の取り置きができなくなります。延滞は他の利用者  

の迷惑になりますので、必ず期限内に返却 してください。  

 

●紛失・破損  

資料を紛失・破損した場合は、原則として同一の資料で弁償し 

ていただきます。絶版等で入手できない資料もありますので、 

扱いには十分注意 してください。  

 

●貸出できない資料 

参考図書（禁帯出ラベル貼付）、貴重資料、雑誌、新聞、紀要、 

その他図書館長が特に指定した資料は貸出できませんので図書  

館内で利用 してください。  

 

●パソコンの利用  

インターネットに接続されているパソコンは４階に 46 台ありま 

す。プリントアウトには４階のパソコンをご利用 ください。ま 

た、ノートパソコンの貸出も行っています。館内は無線 LAN が 

利用できますので、自分のパソコンや４階で借りたノートパソ 

コンでもインターネット接 続が可能です。  

●本学が契約しているデータベース 

次のデータベースが利用できます。図書館ホームページからロ 

グインしてください。ＣｉＮｉｉ、新聞各紙（朝日・読売・毎日・日経）、 

医中誌Web、メディカルオンライン、系統別看護師・保健師国家  

試験問題WEB、判例体系、東洋経済デジタルコンテンツライブラ 

リー、ジャパンナレッジ、NAXOS MUSIC LIBRARY、歴史的音  

源（れきおん）、EBSCOhos t (R I LM)、ProQues t ( P roQues t・ 

Resea rchL ib ra r y・Psyc INFO )、Sc ience  D i r ec t  

 

●コイン式コピー機（６・７階のコピーコーナー） 

図書館資料に限り、著作権法第 31 条の規定に基づき複写を行う 

ことができます。複写を行う際は「館内資料  複写申込書」を 

６階受付カウンターに提出してください。両替はできませんので小 

銭をご用意 ください。  

 

●相互協力サービス 

求めている図書・雑誌を当館が所蔵していない場合、所蔵して 

いる他の大学図書館の資料を利用することができます。６階受付

カウンターでご相談 ください。  

・文 献 複 写  

他大学の図書館が所蔵している文献のコピーを取り寄せるこ 

とができます。マイライブラリからお申込みください。  

・現 物 貸 借  

他大学の図書館から図書を借用できます。マイライブラリか 

らお申 し込みください。  

＊複写・貸借に必要な料金は利用者の負担になります。（料金  

の支払いは学生情報端末で行 ってください。）  

・閲 覧  

他大学の図書館を訪問して資料を閲覧する場合、紹介状が必 

要です。６階受付カウンターでご相談 ください。  

 

●購入希望 

必要な図書の購入希望はマイライブラリまたは所定の申込用紙  

にて申込むことができます。購入され次第電子メール等でご連  

絡いたします。  

 

●ガイダンス 

希望者には図書館の利用方法や雑誌論文の探し方などをご説明  

しています。６階受付 カウンターでご相談 ください。  

 

●レファレンスサービス 

レポートや卒論などで必要な図書館資料や雑誌論文の探し方な 

どの様々なサポートを行います。お気軽に６階受付カウンターでご 

相談 ください。  

 

●利用者アンケート 

図書館をより良くするために定期的にアンケート調査を実施して 

います。図書館ホームページの「利用者アンケート」からは随時  

回答することができます。みなさんのご協力をお願いいたします。 

●図書館ホームページ（h t tp : / /www . se i toku . j p/ l i b ） 

次の最新情報が得られます。 

・開館カレンダー 

・所蔵資料の所在、貸出状況等 

・マイライブラリ 

・契約中のオンラインデータベース 

・購読している雑誌、新聞の情報  

・本学の紀要等の目次、卒業論文、修士論文の要旨  

・基本的な利用方法や図書や論文の検索方法など、図書館を使  

いこなすためのガイド「Ｌｉｂｒａｒｙ Ｎａｖｉ.図書館を使いこなす」 

 

●マイライブラリ 

ホームページ上で利用者個人の利用情報を見ることができます。 

貸出状況の確認や貸出期間の延長、資料の予約、文献複写申  

込 、購入希望申込などを行 うことができます。  

ログインの際に必要な利用者 ID とパスワードはどちらも学籍番号  

10 桁（半角数字、ハイフンなし）です。ログイン後はメールアドレス 

の設定 、パスワードの変更をお願いいたします。  

・メールアドレスの設定  

「操 作 メニュー/設定変更 /メールアドレス」  

・パスワードの変更  

「操 作 メニュー/設定変更 /パスワード」  

 

●聖徳博物館ホームページ 

（http ://www.se i toku . jp/newhp/sei tokumuseum/ index .htm l） 

図書館の最上階には、聖徳博物館があり、本学が収集してきた 

学術資料を公開しています。８号館１階にある企画展示ギャラ 

リー・利根山光人記念ギャラリーでも同様に公開しています。 

現在公開中のものや過去に公開されたものについてはホーム 

ページをご覧 ください。  

 

●利用上の注意  

・他 人 の迷 惑 になることは慎 んでください。  

・図書は大切に扱いましょう。ページを折ったり、書き込みな 

どは絶 対 にしないでください。  

・借 りた資 料 を転 貸 しないでください。  

・携 帯 電 話 の使 用 は禁 止 しています。  

・席 を離 れる時 は、必 ず貴 重 品 を携 帯 してください。  

・図 書 館 からの連 絡 は原 則 として電 子 メールで行 います。  

・忘れ物は当日中は図書館で保管しますが、翌日以降は学生支  

援 課 での保 管 となります。  

・館 内 での食 事 は禁 止 しています。  

 

ご不明な点は、６階受付カウンターにてご相談ください。 
 

聖徳大学川並弘昭記念図書館  

〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬 550 

TEL.047-365-1111 FAX.047-365-4900 

【PC・スマートフォン】http://seitoku.jp/lib 

【携帯電話サイト】http://www.seitoku.jp/lib/limedio/i/index.html 


