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施設紹介

図書館探訪マップ

中央館 [黒髪キャンパス]
住所：〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-40-1
開館時間

平日（月～金）
通常期

休業期

8：40～22：00

8：40～17：00

土・日・祝日

12：00～18：00

※試験期土・日・祝
10:00～20：00

※休館日：夏季休館日、年末年始、春季休館日、大学入試センター試験実施日、
個別入試実施日、その他の臨時休館日
貸出冊数・貸出期間
冊数
学部生
大学院生
教職員

貸出期間

10冊
10冊
20冊

更新

14日間 2回まで
30日間 2回まで
30日間 2回まで

中央館 （黒髪キャンパス）

講義やテストに関連する本、あります！

講義関連図書
教養科目に関連する参考図書
があります。平成30年4月に
開設され、肥後熊本学や
パッケージ関連科目など主に
１年生の講義に役立っています。

集中したい貴方はココ！

スーパーサイレントルーム
図書館２階は静かな
サイレントエリア
ですが、特に
この部屋は
私語厳禁。
静かな空間で
集中してレポート
作成や学修することができます。

探している本はどこにある！？

OPAC(蔵書検索端末機)
熊本大学に所蔵されている
資料・図書を探すことができ
ます。書名・著者名・キー
ワードなどから検索できます。
附属図書館HPで学外から
でもオンライン検索が可能です。

2F
オススメしたい本がある！

ロビー展示
ロビー周辺にスペースを設け、テーマ
に沿ったお薦めの図書を定期的に展
示しています。研究から日頃の暮ら
しの役立つ情報まで…展示資料は
貸出できますので、お気軽に手に
取ってみてください。

会話OK、
ディスカッションしよう！

ラーニングコモンズ
テーブル・椅子・ホワイトボード
を自由にアレンジ可能です。
学生や教職員の主体的な
学びの場、みんなで議論して学びを
深めよう！フタが閉まる容器の飲み
物に限り持ち込みが可能です。

1F
みんなの休憩ポイント

リフレッシュルーム
勉強の合間の休憩は、是非ここで♪飲食OKですが、匂いの強い食
べ物や汁物はご遠慮ください。自動販売機を設置しています。
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Q

クイズ

図書館の地下
には何がある
の？
答えはこの号の
中にあります。

医学系分館 [本荘・九品寺キャンパス ]
住所：〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1
開館時間

平日（月～金）

通常期
9：00～21：00

土・日・祝日

休業期
9：00～17：00

12：00～18：00

※休館日：休業期間中の土日祝日・夏季休館日・年末年始・その他の臨時休館日
貸出冊数・貸出期間
冊数

貸出期間

5冊
5冊
5冊

学部生
大学院生
教職員

14日間
30日間
30日間

更新
2回まで
2回まで

医学系分館

2回まで
おすすめ本、新しい情報はこちら！

会話OK、みんなで
ディスカッション!

新着図書コーナー
新着図書や、先生の
おすすめ本を展示
しています。定期的
にチェックしてみて
ください。

ラーニングコモンズ
１階閲覧室は会話
ＯＫの空間です。テーブル
・椅子を自由に組み合わせて
使用可能。ペットボトルや水筒など
しっかりフタが閉まる容器の物は
2F
飲むことできます。

調べ物もレポートも！

グループで話し合おう!!

パソコンコーナー

グループ学修室Ａ(１階)、Ｂ(２階)
Ａは２０名、Ｂは８名の
定員で、人数に合わせ
て利用できます。
プロジェクターも完備して
いるので、プレゼンの練習
にも最適です。

２階には、いつでも使
える パソコンコーナー
が設置されています。ヘッドホンの貸出も
可能です。また自分のパソコンを有線
(ケーブル貸出可)で学内ＬＡＮに接
続できる端子を閲覧室の窓際の席に用
意しています。

1F

薬学部分館 [大江 キャンパス ]
住所：〒862-0973 熊本市中央区大江本町5-1
開館時間

平日（月～金）

土・日・祝日

9：00～17：00

休館

※休館日：土日祝日・夏季休館日・年末
年始・その他の臨時休館日
貸出冊数・貸出期間
冊数 貸出期間
更新
学部生
5冊
14日間 2回まで
大学院生
教職員

5冊
5冊

14日間
14日間

薬学部分館

2回まで
2回まで

2F

広々リニューアルしました！

２階閲覧室
新しい図書はこちらから！

2019年9月に改修し、書架を撤
去して座席を増やし、明るく開放的な閲覧室にな
りました。快適な学習空間をご活用ください！
２階には最新約５年分の図書を置き、それ以前
の図書や雑誌のバックナンバーは１階にあります。

新着図書コーナー
新着図書コーナーも
リニューアル！より見やすく
なりました。定期的に入荷します
ので、新しい図書をお探しの際は要チェック！

1F
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My Library は、熊本大学附属図書館が提供するWeb上のサービスや情報を
まとめて活用できるパーソナルサイトです。

TOKOGEN NewsLetter

貸出状況確認 … 借りている本、返却日をチェック。 貸出延長もここからOK。
予約・取寄状況確認 … 予約や取り寄せしている本の状態を確認。
貸出履歴一覧 … これまでに借りた本の履歴をみることができる。
文献複写・学外図書借用 … 文献複写、学外からの図書借用の申し込み。
施設予約 … グループ学修室の予約。利用目的も詳しく記入してね。
学生希望図書購入依頼 … 図書館に置いてほしい本をリクエスト。
図書館への質問 … お尋ねはこちらから。

図書館のできごと(2020.2~3)
■2/4~
■3/2~

データベース講習会
電子ジャーナルやデータベースなどの電子コンテンツを極めよう。
春と秋の年２回開催される、図書館司書によるデータベース講習会は実習
もあってわかりやすいと大好評。３コースから選択できる入門編。各回30分と
いうコンパクトさも人気です。

ロビー展示 第二回学生選書祭
ロビー展示 科学道100冊

・・・・・・・・・・
新型コロナウイルス感染拡大防止のための利用制限を
2月28日から順次実施
(令和2年3月18日現在 次の6項目)
〈制限内容〉
1) 発熱(37.5度以上)、咳、くしゃみ、倦怠感がひどい
といった症状を持つ方は利用停止
2) 学外者・放送大学生の図書館利用停止
3) グループ学修室の利用停止(※中央館、医学系分館)
4) リフレッシュルームの利用停止(※自販機のみ、購入
可能)
5) 対面での着席自粛
6) 隣と離れて着席し自学自修
＜今後の予定＞
■4/6

教育学部新入生ガイダンス「なんでも相談会」

A

クイズの答

NewsLetter

阿蘇家文書 、熊本細川藩資料(永青文庫)をはじめとする古文書も多く収
蔵されている熊大図書館。１１月頃に開催予定の貴重資料展では、実際
の貴重資料を目にできるほか、講師によるセミナーもあり例年大盛況です。

学生が主役になれる企画展
研究室の学生主導の企画展を１階ラーニングコモンズで随時開催。安高啓
明研究室とのコラボでは、将来、博物館学芸員への就業を目指す院生や学
生たちへの実践教育の機会として、“学生が主役になれる企画展”を目指し
て展開中。わかりやすい解説シートも好評です。

図書館ティーチング・アシスタント

中央館の地下は、書庫となっ
ているよ。どんな文献に出会
えるかな。入庫にはカウン
ターで手続きが必要。
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貴重資料展

大学院生スタッフが学部生の学修支援をおこなっています。平日16～19時
TAデスクで質問を受け付けています。困ったことは気軽に相談しよう。
各イベントの開催や申込などは 図書館HP や Twitter で！

熊本大学附属図書館
Kumamoto University Library

― 4―

〒860-8555

熊本市中央区黒髪2-40-1
TEL : 096-342-2213

https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp
E-Mail : tos-somu@jimu.kumamoto-u.ac.jp
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◆ My Library でできること

