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誕生日 ４月１日 
年齢   ひみつ 
特技   頭の上に本を載せて運ぶこと 

  情報をかき集めること 
性質   好奇心旺盛意外と小回りが利く 
好きなもの 夢と希望と辛子蓮根 
苦手なもの 水たまり 
 
 
 

熊本大学附属図書館 

公認キャラクター 

くまぽん 

図書館を 
使いこなそう！ 

新型コロナウィルス感染症拡大防止

の観点により、通常の利用方法から

変更があります。最新情報は附属図

書館の公式サイトをご確認ください。 
https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/ 
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住所：〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-40-1  

  冊数 貸出期間 更新 

学部生 10冊  14日間 2回まで 

大学院生 10冊 30日間 2回まで 

教職員 20冊 30日間 2回まで 

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。 

※試験期土・日・祝 
   10:00～20：00 

参考図書や講義関連図書も！ 
南棟 
肥後熊本学関係の図書や参考図
書、熊本大学関係資料等は南棟
にあります。 

２F 

１F 

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。 

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
日頃の暮らしに役立つ情報まで…
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。 

中央館  [黒髪キャンパス] Central Library 

開館時間 

貸出冊数・貸出期間 

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。 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。 

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ならば学外から
でもオンライン検索が可能です。 

集中したいあなたはココ！ 
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。 

南 棟 

中央館（黒髪キャンパス） 

平日（月～金） 
土・日・祝日 

通常期 休業期 
８：４０～2２：00 9：00～17：00 12：00～18：00 

施設紹介 図書館探訪マップ【通常版】 Library Floor Map  
  新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、利用方法等を変更しています。

休館日  夏季休館日、年末年始、春季休館日、大学入学共通テスト実施日、  
        個別入試実施日、その他の臨時休館日 

放送大学のテキストは 
１階へ移動しました♪ 
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                開放的な学習空間！  

                ２階閲覧室 
              授業の予習復習に、また国家
試験等の受験勉強にご利用ください。  
パソコンコーナーも利用できます。学部3年生
以上は開館時間外（平日の夜間・土日祝日）
も利用できます（登録制）。  

新しい図書はこちらから！ 

新着図書コーナー 
新しい図書が定期的 
に入荷します。２階には 
最近約５年分の図書を配架。 
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。  

医学系分館  [本荘・九品寺キャンパス ] Medical library 

住所：〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1  

平日（月～金） 
土・日・祝日 

通常期 休業期 
9：00～21：00 9：00～17：00 12：00～18：00 

住所：〒862-0973 熊本市中央区大江本町5-1  

平日（月～金） 土・日・祝日 
9：00～17：00 休館 

グループで話し合おう!! 
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。 

  冊数 貸出期間 更新 

学部生 ５冊  14日間 2回まで 

大学院生 ５冊 30日間 2回まで 

教職員 ５冊 30日間 2回まで 

  薬学部分館  [大江 キャンパス ] Pharmacy library 

２F 

１F 

２F 

１F 

開館時間 

貸出冊数・貸出期間 

休館日  夏季休館日、年末年始、春季休館日、その他の臨時休館日 

開館時間 

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 ５冊 １４日間 2回まで 

教職員 ５冊 １４日間 2回まで 

会話OK、みんなで 
ディスカッション! 
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に限り 
持ち込むことができます。 

医学系分館 

薬学部分館 

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、利用方法等を変更しています。（※2022年2月末現在）  

                  調べ物もレポートも！ 

                パソコンコーナー 
                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Ｌ
ＡＮ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。 

   おすすめ本、新しい情報はこちら！ 

      新着図書コーナー 
           新着図書を展示して 
               います。定期的に 
               チェックしてみて 
               ください。 

休館日  夏季休館日、年末年始、春季休館日、その他の臨時休館日 

★最新情報は附属図書館の公式サイトをご確認ください。→ 

https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/ 
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〒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 

図書館のできごと （2022.2-3） 

●             メニューから選択してください 。 

MyLibraryでは、熊本大学附属図書館の各種サービスをウェブ上で利用することができます。 

統合認証システムに接続できる環境であればどこでも利用できます。 

図書館ホームページから、熊本大学IDとパスワードを入力してログインしてください。  

現在借りている本を確認できます。
貸出期間延長もここから♪ 貸出状況確認 

【サービス内容】 

予約・取寄している本の状況を 
確認できます。 予約・取寄状況確認 

過去に借りた本の履歴を確認でき
ます。 貸出履歴一覧 

文献コピー取寄、学外からの図書
借用の申込の申請を行うことがで
きます。 

文献複写・学外図書借用 

図書館においてほしい本をリクエス
トできます。 

学生希望図書購入依頼 

こちらで質問を受け付けています。 図書館への質問 

中央館にあるグループ学修室の 
予約ができます。利用目的を詳しく 
記入してください。  

施設予約 
（中央館グループ学修室）  

を使ってみよう！ 

【図書館ホームページ】 

【MyLibraryのトップページ】 

統合認証システムでログインしてください 

新入生向け 

  

中央館 

パッケージ科目コーナー 

教養教育「パッケージ科目」を担

当する教員から推薦を受けた図書

を設置しているコーナーです。 

２階 

南棟 

２階 語学学習コーナー 

TOEICやIELTSなど試験関係の

問題集を中心に、語学学習に関

係する図書をそろえたコーナー

です。教養教育「外国語科目」

の学習用にもおすすめです。 

肥後熊本学コーナー 

教養教育「肥後熊本学」の参考

図書コーナーです。科目を担当

する教員からの推薦図書の他、

熊本県に関係する資料を幅広く

そろえています。 

1/26-2/8 除籍図書無償譲渡 

2/1-3/6 
感染症拡大防止対策のため医学系分館利用時間変更及び利用
制限（平日：～17時, 土日：休館 学部生・保健学教育部院生は
利用不可） 

2/1-2/10 
感染症拡大防止対策のため中央館利用時間変更 
（平日・授業期～19時） 

2/15 第５回附属図書館運営委員会 

3/8-3/11 中央館蔵書点検 

3/1- ロビー展示「科学道100冊2021」 

3/15- ロビー展示「新入生応援、大学生活スタートブック2022」 

3/31 第14回熊本大学東光原文学賞作品集発行 

通年 対面式利用説明会（オンライン形式に変更） 

7,11月 選書ツアー（リスト提出による学生選書を実施） 

9月 オープンキャンパス（バーチャル・オープンキャンパスを開催） 

11月 
貴重資料展/公開講演会（永青文庫セミナー） 
（オンライン形式で開催中） 

●2021年度中止となった主な行事 


