
http://www.nagoya-
su.ac.jp

図書館専用準備中

担当係

電話・FAX
 ＴＥＬ：0565-48-8121(内
1200）

FAX:0565-48-2908 TEL 052-798-0180(内433) FAX 052-768-1066
直通：0561-42-0352代表：
0561-42-0350(内157）

FAX:0561-41-2515
代表：0561-55-5101(内
500・501）　直通：0561-55-
3081

FAX:0561-55-5985
直通：0561-89-2028 代
表：0561-89-2000(内
4510）

FAX:0561-89-2031
直通：052-832-3707  代
表：052-832-3111（内
1341）

FAX:052-833-6986

E-Mail

通常開館時間：月～金
9:00-21:10, 土 9:00-19:00

休館日：　日・祝祭日,　創
立記念日 11/13,夏季休暇
8/14～16, 年末年始

開講期間　　平日　9:00～
17:00(16:00)　　土　9:00～
12:00(11:30)

授業期間中：月～金 9:15-
17:15,土 10:00-17:00 (4月
～１月）

授業日・試験日：月～土
9:30-21:00

授業・試験期間中：月～金
8:45-22:00, 土 8:45-20:00

春季休業中:月～金 9:00-
16:30 ,土 9:00-13:00

※　臨時休館日は図書館
HPに掲載

学生休業期間　平日　9:00
～16:00(15:30)　土　9:00
～12:00(11:30)

夏季休暇中：月～金 9:30-
16:00,土10：00～16：00

授業日・試験日以外：月～
土 9:30-19:00

授業日・試験日以外：月～
土 9:00-20:00

夏季休業中：月～金 9:00-
14:30 ,土 9:00-12:00

※　変更がある場合は図書
館HPに掲載

スクールバス：中央線高蔵
寺より30分　スクールバス：
名鉄新瀬戸駅より30分

学生駐車場の利用可

ライブラリーカードの発行
(貸出を希望する場合のみ）

身分証明書（自動車運転
免許証, 学生証など）の提
示が必要

カード発行代500円
①利用者登録申込書に記
入

①図書館利用許可願に記
入

有効期限は発行の日から
その年度末まで

①利用者登録申込書に記
入

①利用者登録申込書に記
入

有効期限は発効日より1
年、　更新は無料

②ユーザーカードの発行
(貸出を希望する場合のみ）

②図書館利用者証の発行
(貸出を希望する場合のみ）

身分証明書（自動車運転
免許証、 健康保険証、学
生証など）の提示が必要

②ユーザーカードの発行
(貸出を希望する場合のみ）

②ユーザーカードの発行
(貸出を希望する場合のみ）

貸出期間

貸出手続き カウンターで応対 閉館15分前まで カウンターで応対 閉館15分前まで

返却手続き
カウンターで応対／ ブック
ポスト/       個人の郵送返
却可

郵送返却は宅急便・簡易
書留等、発送証拠書類が
残るもの

返却カウンターに資料を出
して下さい

開館時間外のみブックポス
トに返却可

カウンターで応対／個人の
郵送返却可

郵送返却は宅急便・簡易
書留等、発送証拠書類が
残るもの

カウンターで応対／個人の
郵送返却可(延滞の場合は
不可）

郵送返却は宅急便・簡易
書留等、発送証拠書類が
残るもの

カウンターで応対／個人の
郵送返却可(延滞の場合は
不可）

郵送返却は宅急便・簡易
書留等、発送証拠書類が
残るもの

貸出対象外の資料

貸出期限延長
可／図書を持参の上、来
館して手続き

予約が入っている場合は
延長不可

可／貸出期限内に資料と
図書館利用者カードを持
参の上、来館して手続きし
てください

延滞資料がある場合、予約
が入っている場合は不可

可／図書を持参の上、来
館して手続き

予約が入っている場合は
延長不可

可／図書を持参の上、来
館して手続き

予約が入っている場合は
延長不可

可／図書を持参の上、来
館して手続き

予約が入っている場合は
延長不可

可／図書を持参の上、来
館して手続き

予約が入っている場合は
延長不可

利用状況照会
　（個人情報確認）

可
図書館HPにて個人登録し
た方のみ可能

可／個人情報確認不可
各自でOPACより確認。原
則として電話での問い合わ
せは不可。

可
各自でOPACより確認。原
則として電話での問い合わ
せは不可

可
各自でOPACより確認。原
則として電話での問い合わ
せは不可

予約

紛失・汚損への対応 要弁償（同一資料）
同一資料の入手が困難な
場合は金額・内容が類似の
資料

延滞時のペナルティ なし
返却されるまで新規貸出不
可

１日１冊１００円
約4週間後に延滞料加算
停止し、利用停止

１日１冊１００円
約4週間後に延滞料加算
停止し、利用停止

督促方法 郵便
予約ありの資料は電話でも
督促

郵便
予約ありの資料は電話でも
督促

郵便
予約ありの資料は電話でも
督促

閲覧可能な資料 図書館所蔵資料 研究室の資料は不可

所蔵調査 不可
個人からの問い合わせは
不可（図書館を通してであ
れば可）

不可
個人からの問い合わせは
不可（図書館を通してであ
れば可）

不可
個人からの問い合わせは
不可（図書館を通してであ
れば可）

不可
個人からの問い合わせは
不可（図書館を通してであ
れば可）

不可
個人からの問い合わせは
不可（図書館を通してであ
れば可）

資料の取り置き

データベース、電子
ジャーナル

不可（契約の問題） 不可（契約の問題） 不可（契約の問題） 不可（契約の問題）

インターネットの利用 可　（教育研究用のみ） 4台 可（教育・研究用のみ） 可/教育研究用のみ 可/教育研究用のみ 可/教育研究用のみ １台 可/教育研究用のみ ３台

購入希望図書申込
み

プリンタの使用 可 1枚10円 可 用紙は持参のこと 可 用紙は持参のこと 可 用紙は持参のこと 可 用紙は持参のこと

パソコンの持ち込み
利用

ネットワーク接続は不可 利用場所の制限あり ネットワーク接続は不可 可/ネットワーク接続は不可 可/ネットワーク接続は不可
利用場所の限定あり。持ち
込みパソコンからのプリント
は不可

可/ネットワーク接続は不可
持ち込みパソコンからのプ
リントは不可

白黒　1枚10円　カラー
A3/1枚70円　A4/1枚50円
コイン式

両替は不可　著作権を遵
守のこと

コピーカード（510円カー
ド）、または現金1枚10円

コピーカードは大学売店で
販売

可/著作権の範囲内
ｺｲﾝ投入式複写可,領収書
発行不可

現金1枚10円 不可
コピーカード（500円カー
ド）、または現金1枚10円

領収書発行：コピーカード
（可)、コイン(不可)

料金の伴わない程度(クイックレファレンスのみ）

資料の複写 現金　モノクロ1枚10円

不可 料金の伴わない程度(クイックレファレンスのみ） 料金の伴わない程度(クイックレファレンスのみ） 料金の伴わない程度(クイックレファレンスのみ）

可

可

レファレンス 可

不可 不可 可 可

原則として修論以外は可 原則として修論以外は可

可

不可 不可 不可 不可 不可 不可

電話、郵便 電話・郵便

閲覧

可

可　(契約状況による) 不可

可 不可

不可 不可 不可

要弁償（現金／同一図書） 要弁償（現金／同じ図書） 要弁償（現金／同じ図書） 要弁償（現金／同じ図書） 要弁償（現金／同じ図書）

禁帯出資料の他、雑誌･新聞、統計資料、非図書資料、
指定図書

禁帯出資料の他、雑誌･新聞、統計資料、非図書資料、
指定図書

可 可

カウンターで応対

禁帯出資料, 博士論文,雑誌最新号, 　 ビデオ・DVD類
禁帯出資料、学術雑誌、新聞、逐次刊行物、AV資料、
電子資料、研究室の資料、指定図書

禁帯出資料の他、雑誌･新聞、統計資料、非図書資料
禁帯出資料、貴重図書、特殊図書、参考図書、逐次刊
行物、視聴覚資料

５冊15日間 ５冊２週間 ５冊２週間

カウンターで応対
資料と図書館利用者カードを貸出カウンターに出してく
ださい

カウンターで応対 カウンターで応対

図書貸出

一般図書：５冊２週間 5冊2週間 10冊２週間

不可 可 可

図書館利用停止 延滞資料がある間は貸出不可

電話,Eメール,郵便

登録情報（氏名・連絡先等）の変更があった場合、登録
者自身が来館し届け出る

登録情報（氏名・連絡先等）の変更があった場合、登録
者自身が来館し届け出る

登録情報（氏名・連絡先等）の変更があった場合、登録
者自身が来館し届け出る

利用者登録の変更
登録情報（氏名・連絡先等）の変更があった場合、登録
者自身が来館し届け出る

登録情報（氏名・連絡先等）の変更があった場合、登録
者自身が来館し届け出てください

登録情報（氏名・連絡先等）の変更があった場合、登録
者自身が来館し届け出る

自転車、バイクでの来学は可だが、自動車は不可。ス
クールバスは「図書館利用」と申し出れば無料で乗車可
能

自転車、バイクでの来学は可だが、自動車は不可

利用者登録
図書館利用者カード申込
書に記入

身分証明書（自動車運転
免許証,保険証, 学生証な
ど）の提示が必要

有効期限は年度末（年度
更新）　身分証明書（自動
車運転免許証, 学生証な
ど）の提示が必要

有効期限は年度末（年度
更新）　身分証明書（自動
車運転免許証, 学生証な
ど）の提示が必要

愛知環状鉄道「八草駅」より徒歩１５分　（時間により無
料シャトルバスあり）

身分証明書（自動運転車免許証、学生証など）を持参し
てください

名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」下車　北へ徒歩7分 名鉄瀬戸線尾張旭駅より徒歩約7分
地下鉄「本郷」よりスクールバス約30分・地下鉄「平針」
よりスクールバス約40分,愛知環状鉄道「山口」より徒歩
10分

地下鉄　名古屋大学駅より徒歩８分、八事日赤駅より徒
歩８分

来学、入館手続き

公共交通機関を利用してください。 公共交通機関を利用してください
スクールバスは「図書館利
用」と申し出れば無料で乗
車可能。

公共交通機関を利用してください 公共交通機関を利用してください。 公共交通機関を利用してください。

地下鉄「藤ヶ丘駅」下車、名鉄バス「愛知工業大学行き」
に乗り換えて約２０分

コピールーム, マルチメディ
アルームは閉館15分前ま
での利用となる

書庫, 2F・B1F閲覧室は閉
館30分前までの利用となる

前項に掲げるもののほか、館長が必要と認める期間は
公開しない

　

詳細は図書館ホームページに記載
月曜日から金曜日： 9時から18時まで, 土曜日： 9時か
ら12時30分まで

詳細は図書館ホームページに記載 詳細は図書館ホームページに記載

利用時間

初めての方は（　）内の時間
までに来館

土曜日は授業なし、図書館
のみ開館

日曜日および国民の祝日を除き公開する。学園創立記
念日、年末年始（12月29日から翌年1月6日）は公開し
ない

利用対象者 高校生以上（当分の間、利用願書の提出が必要）
満20歳以上もしくは高等学校（専門学校を含む）以上の
教育機関在籍者

高校生以上
社会人（来館して手続きができる者）、学長または図書
館長が適当と認めた者

高校生以上 高校生以上

教育研究支援係 閲覧・参考係

E-mail： ill@aitech.ac.jp E-mail library@kinjo-u.ac.jp E-mail：toshokan@ngu.ac.jp E-mail：library@nagoya-su.ac.jp E-mail：s-lib@nanzan-u.ac.jp E-mail：illref@ic.nanzan-u.ac.jp

担当係・連
絡先

 閲覧・参考係 相互協力係 学術情報サービス係

〒488-8711 愛知県尾張旭市新居町3255-5 〒489-0863 愛知県瀬戸市せいれい町27 〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町18

ホームページ http://aitech.ac.jp/lib/ http://opc.kinjo-u.ac.jp http://www.ngu.ac.jp/white/Libra/libra-j00.html http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/ http://www.nanzan-u.ac.jp/TOSHOKAN/

所在地 〒470-0392       愛知県豊田市八草町八千草1247 〒463－8521　名古屋市守山区大森2－1723 〒480-1298　瀬戸市上品野町１３５０

環境情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ学部 総合政策・数理情報 人文・外国語・経済・経営・法学部
経営情報科学部  ( 情報科学科, マーケティング情報学科 )

大学名・学部構成
工学部　( 電気学科, 応用化学科, 機械学科, 都市環境学科 )

文・生活環境・現代文化・人間科学部 経済学部・商学部・外国語学部

名古屋産業大学
南山大学

瀬戸キャンパス 名古屋キャンパス
大学名 愛知工業大学 金城学院大学 名古屋学院大学


