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大宮本館

・日曜日
・国民の祝日
・学園創立記念日
・学則に定める春／夏／
冬期休業日のうち、
館長が定める日

梅田分館

※変更がある場合は別途掲示等で
案内します。

枚方分館

本学園の学生・生徒・教職員
許可を受けた卒業生・近隣住民・その他館長が認めた者
※梅田分館は近隣住民の方はご利用いただけません。

【大宮本館・枚方分館】
学生証・教職員証を入館ゲートの
◎印にタッチしてください。
バーコードのついた利用登録証は、
赤いセンサーにかざしてください。
【梅田分館】
入退館ゲートはありませんので、そのまま入館してください。

無線 LAN・My Library について

※本学を除く本学園の学生・生徒、卒業生は別途入館手続きが必要です。

・貴重品は常に携帯してください。
・資料の汚損防止のため、飲食は決められた場所でお願いします。
・私語を禁止している場所では静粛にしてください。
それ以外の場所についても、大声での会話は控えてください。
・携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしてください。
学内

大阪工業大学（以降、本学）所属の学生・教職員が利用できます。

学園

学校法人 常翔学園（以降、本学園）所属の学生・生徒・教職員が利用できます。

学外

本学園の卒業生および近隣住民の方が利用できます。

また、館内での通話はご遠慮ください。
・他の利用者の迷惑にならないよう、節度ある利用をお願いします。
・館内はすべて禁煙です。
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■施設予約
ラーニング・コモンズは、事前に予約できるエリアもあります。
授業や自習、グループや個人等、多様な学習ニーズに応える空間です。
利用時間は図書館の開館時間に準じます。
■自習コーナー（大宮のみ）
学生が個々の学習に利用することができます。
中央部の机は仕切りを設けているほか、窓側
にはテーブル席もあり、集中して自学自習に
臨めます。
■PC 自習コーナー（大宮・枚方）
学内 LAN・インターネットに接続した PC を
使用することができ、図書館の文献・資料等
の検索のほか、課題やレポートの作成に取り
組むことができます。
【設備：デスクトップ PC・プリンター（大宮のみ）】

■サポートデスク
備品利用申請や施設予約等、利用に関しては、サポートデスクスタッフ
にご相談ください。

■グループ学習エリア
机や椅子、ホワイトボードのレイアウトを組み替
えて、少人数によるグループワークや討論の場と
して利用できるほか、大宮本館では最大 100 名規
模のプレゼンテーションや成果発表を行うことが
できます。【設備：プロジェクター（大宮・梅田）】
■プレゼンテーションルーム（大宮のみ）
最大 30 名でのプレゼンテーションを行うことが
できます。グループワーク、ディスカッション、
発表の場として利用できるほか、ゼミ等の少人数
の PBL 教育の場として活用できます。
【設備：プロジェクター】

■プレゼンテーションブース（大宮・枚方）
最大 30 名までのプレゼンテーションに対応して
います。二分割して使用でき、10 ～ 15 名程度
でのプレゼンテーションを行うこともできます。
【設備：プロジェクター】

■コミュニケーションブース（梅田のみ）
6 ヶ所のモニター付きブースです。PC とモニター
を接続して利用可能で、赤い観覧車と緑のキャン
パスフォレストを背景に快適に学習することがで
きます。

■備品利用
ラーニング・コモンズで使用できる備品の貸出を行っています。備品は
各館で異なりますので、詳細は各館サポートデスクにお問い合わせくだ
さい。※利用可能な備品：ホワイトボード・プロジェクター・書画カメラ等

■施設予約方法
ご利用前に、必ず利用要領をお読みください。
[1] 予約状況を確認します。
図書館ホームページ＞ラーニング・コモンズ予約状況確認
https://uﬁnity.lib.oit.ac.jp/?page_id=107
[2] 使用するキャンパスの「ラーニング・コモンズ利用申請書」をダウンロード
します。
[3] 必要事項を記入して、サポートデスクに提出します。

本学図書館では、国内外の学術雑誌を約
1,300 種類（休刊誌を含む）閲覧するこ
とができます。

学術雑誌（Journal）には研究者の執筆した論文が掲載されています。研究
の成果はまず、専門家の査読と呼ばれる評価検証を経て、学術雑誌に掲載さ
れるので、最新の研究成果や専門性の高い情報を調べたい場合には、学術雑
誌を読むことをおすすめします。娯楽性の高い一般雑誌
（Magazine）
のように、
書店におかれることはあまりありません。

大宮本館 AV（※）コーナー、枚方分館
AV パークでは、DVD・ビデオ（枚方の
み）・CD 等を視聴することができます。
話題の映画等、一般の DVD 以外にも、
『National Geographic』『Discovery』を
はじめとする自然科学、社会科学の学習
用の映像資料も所蔵しています。
※AV ＝ Audio-Visual

■リスニングコーナー（枚方分館）
語学学習のためのリスニングコーナー
があります。
『English Journal』『TOEIC Test プラス
・マガジン』『まいにち中国語』等の語
学雑誌と CD プレイヤー、ヘッドフォン
を備え、利用期間内はいつでもリスニン
グ学習ができます。
■自習コーナー（大宮本館）
リスニング学習に加えて自由に持ち込み
学習も可能です。
■利用時間

３

421-XXX

■禁帯出
禁帯出シールが貼られているものや学術雑誌、一般雑誌
の最新号は館外持ち出しできません。館内で閲覧して
ください。
■一般雑誌
一般雑誌はファッション誌やスポーツ誌、経済誌等を中心に約 70 誌を
取り揃えています。日経各社の雑誌についてはデータベース『日経 BP
記事検索サービス』p.19 参照 を導入しており、学内のパソコンで閲覧で
きます。
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プレライニング工法

３
04

閲覧

閲覧
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図書館内にある資料は自由に閲覧するこ
とができます。閲覧を終えた資料は元の
位置に戻してください。元の位置がわか
らなくなった場合は、近くの返却台か、
カウンタースタッフにお返しください。
大阪工業大学の大切な資料のため、丁寧
に扱ってくださるようお願いいたします。
破損した資料を発見した場合はスタッフ
にお知らせください。

■保存書庫資料（大宮・枚方）
資料を OPAC p.22 ～ 24 参照 で検索し、閲覧した
い資料が保存書庫にある場合は、カウンターに備
え付けの「保存書庫資料請求票」に必要事項を記
入して、カウンタースタッフにお渡しください。
スタッフが保存書庫から必要な資料を取り出して
きて、お渡しします。閲覧が終わった資料はカウ
ンタースタッフにお返しください。

図書館利用サービス

図書館利用サービス

３

図書館利用サービス

※データベース等の利用は本学の学生・教職員に限ります。

■新聞
新聞は主要 5 紙（読売・朝日・毎日・産経・日経）をはじめ各業界専門紙
など 15 紙 を取り揃えています。このうち、朝日・毎日・日経については
縮刷版で、日刊工業新聞については CD-ROM 版で過去の記事を閲覧でき
ます。すべての新聞のバックナンバーは 3 ヶ月間保管しています。また、
朝日新聞はデータベース『聞蔵 II ビジュアル』p.19 参照 を導入しており、
1879 年の創刊号から現在まで、当時の新聞紙面イメージで閲覧できます。
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■返却手続き
貸出を受けた資料は、返却期日までに返却してください。返却時、学生
証等を提示する必要はありません。図書館閉館時には、ブックリターン
ポスト（※）に返却することができます。なお、本学園の教職員・学生・
生徒に限り、学園内の他大学・学校の図書館で返却することもできます。
※設置場所……大宮キャンパス：図書館 大宮本館 玄関ホール前
梅田キャンパス：6 階ラーニング・コモンズ前
枚方キャンパス：情報科学部 事務室前

■延長手続き
貸出期間の延長を希望する場合は、返却期日までに資料を学生証等をご
持参の上、カウンタースタッフにお申し出ください。１回に限り、手続
き日から規定の日数分の貸出を受けることができます。
※一般雑誌や他の利用者から予約が入っている資料、特別貸出期間中に貸出を受けた資料は
延長できません。

研究員

図書館にある資料は所定の手続きを行うことで、著作権法の範囲内に限り複
写することができます。
■複写手続き
カウンターに備え付けの「文献複写申込書（兼著作権法遵守にかかる誓約
書）」に申込者の所属・氏名・複写したい資料のタイトル ・ 複写箇所・複
写枚数を記入し、カウンタースタッフにお渡しください。スタッフが記入
事項を確認しますので、その後複写を行ってください。複写後は複写物と
「文献複写申込書」を再度カウンターまでお持ちください。
■複写料金
サ
白
カ

ラ

イ

ズ

料

金（※）

黒

B5 ／ A4 ／ B4 ／ A3

１０円／枚

ー

B5 ／ A4 ／ B4 ／ A3

５０円／枚

※本学園の学生・生徒の場合の料金です。
・複写は調査、研究目的に限ります。
・著作物の半分を超える複写はできません。
・雑誌に掲載された論文や記事はその全文を複写できますが、刊行後 3 ヶ月を過ぎ
たものか、バックナンバーに限ります。
・1 ページにつき、複写は 1 人 1 枚までです。友人へ渡す分をまとめて複写する等
はできません。
・図書館内の複写機は館内資料のコピーにのみ使用可能です。ノート等の館外から
持ち込んだものは複写できません。
・図書館内で両替はできません。あらかじめ小銭をご用意ください。
・複写料は申込者負担です。ただし、卒業研究等で事前に指導教員の許可がある場
合は校費負担になることがあります。
・スマートフォン等で本の中身を撮影することは禁止です。
・枚方分館は館内に複写機がありません。複写を希望の方は、カウンターで手続き
を行ったうえで館外の複写機で複写してください。

P21 - XXX

３

図書館利用サービス

図書館に必要な資料がない場合は、他大学の図書館等を利用できます。
■文献複写
他大学図書館等が所蔵している資料の複写物を取り寄せることができます。
「文献複写依頼書」に必要事項を記入し、カウンタースタッフにお申し込み
ください。図書館ホームページの My Library からも依頼できます。

機械工学

望）

421-XXX

数値解析と表面分析によるトライボロジーの解明と制御
工大

望

e1421xxx@st.oit.ac.jp

421-XXX

佐々木

信也

監修

テクノシステム
2018
9784924728806

３
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論文作成の為

・所属部署／学部のあるキャンパスの図書館カウンターでお申込みください。
・送料は申込者負担です。ただし、卒業研究等で事前に指導教員の許可があ

研究の為

・文献複写は調査、研究目的に限ります。
・所属部署／学部のあるキャンパスの図書館カウンターでお申込みください。
・複写料、送料は申込者負担です。ただし、卒業研究等で事前に指導教員の
許可がある場合、校費負担になることがあります。
・本学園の図書館から取り寄せる場合、送料はかかりません。
・他大学へ複写を依頼した場合、料金は都度異なります。
・電子ジャーナル等 p.18 ～ 21 参照で本文が閲覧できるものもあります。可能
な限り事前に検索をしてからお申し込みください。

３
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相互利用

相互利用

R. A. Geneev

Low-power laser hardening of steels

14

○○先生 （工大

e1421xxx@st.oit.ac.jp

Journal of materials processing technology.
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＜記入例＞

図書館利用サービス

図書館利用サービス

＜記入例＞

■相互貸借
他大学図書館等が所蔵している資料の現物を取り寄せることができます。
「相互貸借依頼書」に必要事項を記入し、カウンタースタッフにお申し込
みください。図書館ホームページの My Library からも依頼できます。

る場合、校費負担になることがあります。
・本学園の図書館から取り寄せる場合、送料はかかりません。

■紹介状の発行
閲覧したい資料を所蔵している他大学図書館等への訪問を希望する方には
紹介状を発行しています。事前に訪問先の図書館に依頼する必要がありま
すので、お早目にカウンタースタッフにご相談ください。
■本学園内の図書館（室）の利用
本学の学生・教職員は摂南大学、広島国際大学および常翔学園中・高等学
校、常翔啓光学園中・高等学校の各図書館（室）を手続きなしで直接訪問
し、利用することができます。
15

３

図書館利用サービス

図書館の使い方がわからない、必要な資料が見つからない、そんなときはカ
ウンタースタッフが皆様をサポートします。

2021

2

4

1

e1p21xxx@st.oit.ac.jp

事例でわかる知的財産権ってなぁに？
杉本

勝徳

日刊工業新聞社

1,600

３
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■クイックガイド
図書の探し方、資料の取り寄せ方、図
書館ポータルの使い方等、図書館の便
利な使い方をコンパクトにまとめたリ
ーフレットです。また、レポート作成
や発表に役立つ資料をまとめたリスト
も館内に置いてありますので、ぜひご
活用ください。

リクエスト

参考調査

08

図書館利用サービス

図書館利用サービス

３

■参考調査（レファレンスサービス）
調査・研究のための資料や情報を探すこと
を支援するサービスです。授業のレポート
や卒業研究、論文の作成に必要な資料の探
し方、必要な情報を調べるための参考図書
やデータベースの使い方、探している資料
が図書館内のどこにあるのか等、様々な質
問にお答えします。また、図書館で提供し
ているサービスの内容についてもご説明し
ます。わからないことがあれば、カウンタ
ースタッフにご相談ください。

図書館に所蔵していない資料で購入してほしいものがあれば、リクエストす
ることができます。
「希望図書購入申込書」に必要事項を記入し、カウンター
スタッフにお渡しください。

事例でわかる知的財産権ってなぁに？
杉本

勝徳

日刊工業新聞社

・すべてのリクエストにお応えするものではありません。本学図書館の収書
方針に基づき購入の可否を判断します。

16

・趣味や娯楽性の強いもの、高額なものは購入できない場合があります。

17

図書や雑誌、視聴覚資料以外にも、ネットワークを通じて利用できる様々な
サービスを提供しています。

学内のパソコンから、外部機関が提供しているデータベースを利用して、論
分や新聞記事・雑誌記事を検索することができます。
図書館ホームページ＞外部データベース
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/kensaku/index.html
利用できる主なデータベースを以下に紹介します。
■CiNii Articles
日本の学協会誌、大学紀要等からまとめて論文を検索できるツールです。
また、国立国会図書館が作成した雑誌記事索引（日本の主要雑誌約 1 万誌）
の情報も包含していますので、商業誌、業界誌等の記事も検索できます。
該当論文に対する引用文献、被引用文献も表示されるものがあります。オ
ープンアクセスになっている論文は、全文閲覧できます。
■JDream III
国内外の科学技術や医学・薬学関係の文献情報を手軽に検索することがで
きるデータベースです。収録文献は約 6,000 万件で、科学技術の全分野に
わたり網羅的に収録されています。海外の文献についても、日本語の論題、
キーワード、抄録が付与されています。学術雑誌だけではなく、会議・論
文集・予稿集、企業技報、公共資料等に掲載された文献も含まれています。
■Scopus
世界最大級の抄録・引用文献データベースです。全分野（科学・技術・医
学・社会科学・人文科学）
、世界 5,000 以上の出版社の 20,500 誌以上のジャ
ーナルを収録しています。

■聞蔵 II ビジュアル
朝日新聞の記事データベースです。沖縄を除く全地方版も収録しており、
各地の出来事も検索可能です。1879 年の創刊号から現在までの記事・広
告と週刊朝日、AERA の記事が収録されています。人物データベースや
朝日新聞歴史写真アーカイブ、現代用語辞典『知恵蔵』も検索できます。
■日経テレコン
『日本経済新聞』『日経産業新聞』『日経流通新聞（日経 MJ）』『日経金融
新聞』および速報ニュースを収録したデータベースです。日経記事以外
に大企業はもちろん、中小の企業情報や人事情報、マーケット情報等、
ビジネスに関する情報も豊富です。
■日経 BP 記事検索サービス
日経 BP 社が発行する雑誌（日経ビジネス、日経ソフトウェア、日経パ
ソコン、日経エレクトロニクス等）のバックナンバー約 50 誌分の記事
を検索・閲覧できるデータベースです。
■ジャパンナレッジ
収録コンテンツが 40 以上の百科事典・辞書・ニュース・学術サイト URL
集などを集積した知識データベースです。『日本大百科全書』『デジタル
大辞泉』『ランダムハウス英和辞典』『現代用語の基礎知識』『日本人名大
辞典』などのほかに、最新版の『会社四季報』や 2010 年以降の『週刊エ
コノミスト』の記事も検索・閲覧することができます。
ここで紹介した以外にも、以下のようなデータベースを利用することがで
きます。詳しくはホームページをご覧ください。
・理科年表プレミアム
・CiNii Books
・JAXA Repository ／ AIREX
・官報情報検索サービス 等

本学で契約している電子ジャーナルおよび電子ブックは、学内ネットワーク
に接続されたパソコンからアクセスすることで利用できます。
図書館ホームページ＞電子ジャーナル・電子ブック
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/oljournals/index.html
■電子ジャーナル・電子ブックリスト（360Link）
本学で契約している電子ジャーナル、電子ブックおよびオープンアクセス
コンテンツが検索できます。
ジャーナルタイトルのキーワード検索だけでなく、アルファベット・五十
音順リスト、ISSN（国際標準逐次刊行物番号：個々の雑誌を識別するため
のコードのこと）から検索することもできます。また、リンクリゾルバ
（本学で利用できる各種データベースにリンクさせるシステムのこと）の
機能により『CiNii』『JDream III』『Scopus』『Google Scholar』等の文献情
報から利用可能な電子コンテンツの有無を簡単に確認することができます。
・VPN のコンテンツはご自宅等、お手持ちのパソコンからでも利用できます。詳細
はホームページを確認してください。
・ダウンロードしたデータの再配布や改変等の行為は著作権法に基づき、厳禁です。
・データの大量ダウンロードは不正行為とみなされるため、厳禁です。ダウンロー
ドプログラムを使用していなくても、短時間に大量のデータをダウンロードした
場合は不正行為とみなされることがあります。
・各出版社の定めた利用規定を順守してください。違反した場合、閲覧停止などの
罰則を受けることがあります。

本学発行の紀要および学位論文を順次公開しています。一部を除き、全文の
閲覧が可能です。タイトルや抄録等のキーワード検索にも対応しています。
図書館ホームページ＞リポジトリ検索
https://oit.repo.nii.ac.jp/

４

OPAC 検索ガイド

OPAC（Online Public Access Catalog）はインターネットに接続できる環境
があれば誰でも、どこからでも利用できる蔵書検索ツールです。

■具体的な図書の探し方
OPAC を利用して「知財の正義（ロバート・P・マージェス著）」を検索して
みましょう。

[1] 工大のタブを選択し、「詳細検索」をクリックします。
[2] 検索項目の欄で「タイトル」と「著書名」を選択し、タイトルに「知財
の正義」、著者名に「ロバート・P・マージェス」と入力し、検索ボタン
をクリックします。

４

O
P
A
C

図書館ホームページ＞蔵書検索
https://uﬁnity.lib.oit.ac.jp/
1986 年以降の和書については目次・あらすじが表示（※）されます。本学
だけではなく摂南大学、広島国際大学、常翔学園中・高等学校、常翔啓光
学園中・高等学校の資料も検索できます。

※モバイル OPAC では表示されません。また、資料によっては PC 版 OPAC でも表示されない
場合があります。

検索ガイド

検索ガイド

O
P
A
C

図書館に所蔵している大量の資料を検索できるように、図書館では所蔵目録
を作成しています。所蔵目録を検索するツールである OPAC を利用すること
によって所蔵の有無や貸出状況を調べることができます。

[3] 図書情報が表示されます。所蔵詳細を見る場合は、見たい図書のナンバー

４

をクリックします。

大阪工業大学 OPAC の機能を搭載したスマートフォンアプリ『Uﬁnity』が配
信中ですので、ぜひご活用ください。
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/uﬁnity/id702813377

22

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
fujitsu.bunkyo.Uﬁnity&hl=ja
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無線 LAN・My Library について
■注意が必要な配置場所
教員の研究室で保管されている資料です。詳細は
カウンタースタッフにお問い合わせください。

知財文献保管室

大宮キャンパス 1 号館 10 階にある知財文献保管
室で保管されている資料です。知的財産学部の学
生は教員の許可を得て、入室・閲覧できます。知
的財産学部以外で閲覧を希望される方はカウン
タースタッフにお問い合わせください。

究

図書館には無線 LAN を設置しています。無線 LAN 機能のある端末であれば
利用できます。無線 LAN のご利用には、情報センターから配付されている
ID とパスワードが必要です。
※利用可能な場所……大宮本館：2 階 玄関ホール／ 3 階 図書室／ 4 階 ラーニング・コモンズ
梅田分館：6 階 メディアテーク／ 6 階 ラーニング・コモンズ
枚方分館：3 階 図書室／ 4 階 ラーニング・コモンズ

・ウイルス対策ソフトをインストールしたパソコンを使用してください。
・盗難やいたずら防止のため、パソコンを机上に放置しないでください。

工 大 保 存 書 庫
・
工 枚 保 存 書 庫

大宮本館または枚方分館の保存書庫で保管されて
いる資料です。書庫に入庫して直接資料を探すこ
とはできません。「保存書庫資料請求票」に必要
事項を記入し、カウンタースタッフへお渡しくだ
さい。p.9 参照

■リサーチカード
図書館内のパソコン付近に「リサーチカード」を置いています。OPAC で
検索した結果をメモしたり、探したい資料が見つからない場合に資料の情
報を記入してカウンターに持って行ったり、様々な使い方ができます。ま
た、利用頻度の高い図書や研究等に使う図書を記入して保管しておくと、
検索の手間が省けて研究資料も整理することができます。より図書館を使
いこなせるよう「リサーチカード」をぜひ、ご活用ください。

・利用は調査、研究目的に限ります。
・つながりにくい場合は場所を変えてお試しください。

My Library
My Library は、インターネットに接続できる環境があれば、どこからでも
利用できる図書館ツールです。
■接続方法
本学の学生は手続きなしで My Library にログインすることができます。
教職員の方はカウンタースタッフへお申し出ください。「パスワード申請
書」を提出すると、ログインできるようになります。
図書館ホームページ＞My Library
https://uﬁnity.lib.oit.ac.jp/
■利用できるサービス

無線ＬＡＮ・Мｙ Ｌｉｂｒａｒｙ について

室

研
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図書資料の探し方

■資料の並び
資料の背表紙には、数字とアルファベットを記載した
ラベルが貼ってあります。この数字とアルファベット
の組み合わせを「請求記号」と呼びます。
上段には「日本十進分類法」に基づいて付与された分
類記号が記載されています。下段には著者または書名
の頭文字が記載されています。
資料は請求記号順に並んでいますので、資料を探す際
は請求記号を知ることが重要です。
請求記号を知るには OPAC での検索が迅速で確実な手段です。
p.22 ～ 23 参照

■書庫について
図書館では大量の資料を所蔵しています。しかし、書架スペースの制約
上、利用頻度の低い資料や古い資料は書庫や他のキャンパスで保管して
いる場合があります。これらの資料は直接利用することができませんの
で、利用を希望される方はカウンターで必要な手続きを行ってください。
p.9,15 参照
■日本十進分類法について
本学図書館では、「日本十進分類法」に基づいて資料を分類しています。
主な分類記号の内容は以下のとおりです。

書架の横には、その書架に並べられて
いる資料の請求記号を表示しています。
図書資料の探し方

図書資料の探し方

６

書架には、請求記号順に左から右へ資料
が並んでいます。右図を参考にしてくだ
さい。同じ分類記号の資料がある場合は、
その中でアルファベット順に並んでいま
す。

６

※資料のサイズが大きい場合は、請求記号順から

外れて一番下の棚に配置していることがあります。
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７

所蔵コレクション（大宮本館）

■記念図書コーナー
1980 年 9 月、工大独立図書館の竣工を記念して、東洋・西洋の建築学関係
の図書、特に建築史を中心に充実を図りました。東洋建築学については、
日本、中国、朝鮮の三ヵ国の社寺に関する図書資料を、また西洋建築学に
ついては、ルネサンス建築に関する図書資料を可能な限り集めました。
なお、下記の資料は図書館ホームページで閲覧できます。
図書館ホームページ＞本学の所蔵コレクション
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/kinen/index.html

８

卒業生・近隣住民の利用について

本学園の卒業生・修了生は、卒業・修了後も引き続き図書館を利用すること
ができます。また、近隣住民の皆様の生涯学習（学習・研究）を支援するた
め、本学図書館をご利用いただける制度を設けております。利用を希望され
る方には図書館利用登録証を発行しますので、カウンターで手続きを行って
ください。
図書館ホームページ＞利用案内
http://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/tosho/riyouannai.html
■卒業生・近隣住民が利用できるサービス
閲

覧

当館で所蔵している資料を閲覧することができます。
p.8 ～ 9 参照

貸

出

禁帯出扱いになっていない一般図書について、3 冊 2 週間
以内で貸出を受けることができます。p.10 ～ 11 参照

複

写

当館で所蔵している資料について、著作権法の範囲内で複
写することができます。p.12 ～ 13 参照

きます。

所蔵コレクション

７

■玉置文庫
玉置豊次郎先生は 1899 年に大阪府に生まれ、東京帝国大学工学部建築学科
を卒業後、帝都復興院復興局技師、愛知県建築部長などを歴任し、1956 年
2 月から 1979 年 3 月まで 23 年間にわたって本学の建築学科の教授として
教育・研究に従事されました。この間、優秀な人材を多数育成され、1969 年
には勲四等瑞宝章に叙勲されました。没後、遺志により蔵書 2,308 冊が本学
に寄贈されました。ご利用についてはカウンタースタッフにご相談ください。
■工大図書館コレクション展示
大宮本館 2 階 学術雑誌室では、記念図書・
玉置文庫の貴重図書を定期的に展示・公開
しています。わかりやすく解説しています
ので、気軽に楽しむことができます。

■登録証の更新・再交付
登録証は有効期限付きです。有効期限後も継続利用を希望される方は、有
効期限日の 2 週間前から有効期限の 3 ヶ月後までにカウンターで手続きを
行ってください。登録証を紛失し、再交付を希望される方は再交付手続き
をカウンターで行ってください。
・近隣住民の方の新規登録／再発行手続きは 3 月を除いて受付をしておりま
す。更新手続きは 3 月も受付をしております。
・手続きには身分証明書、顔写真 2 枚、印鑑、交付料（新規：1,000 円、再
交付：500 円）が必要です。卒業生の方は身分証明書のみお持ちください。

卒業生・近隣住民の利用について

※卒業生・修了生で利用登録をされた方は、摂南大学図書館 寝屋川本館・枚方分館も利用で

８

・登録証の交付を受けるまでは、サービスを利用できません。
・登録証で入館できるのは登録者ご本人様のみです。お子様を含め、お連れ
様の入館はできません。
・定期試験期間等の繁忙期は図書館を利用できません。利用できない期間は
館内掲示やホームページのお知らせで別途ご案内します。なお、図書を返
却するための入館は可能です。
・長期に渡って延滞したり、他の利用者に迷惑をかけるなど利用規定に違反
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した場合は利用許可を取り消すことがあります。
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大宮本館
〒535-8585
大阪市旭区大宮 5-16-1
TEL︓06-6954-4108
FAX︓06-6953-9499
E-mail︓OIT.Tosho@josho.ac.jp

梅田分館
〒530-8568
大阪市北区茶屋町 1-45
TEL︓06-6147-6295
FAX︓06-6147-6325
E-mail︓OIT.Tosho.u@josho.ac.jp

枚方分館
〒573-0196
枚方市北山 1-79-1
TEL︓072-866-5312
FAX︓072-866-8312
E-mail︓OIT.Tosho.h@josho.ac.jp

大阪工業大学図書館
ホームページ
http://www.oit.ac.jp/
japanese/toshokan/index.html
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