
　　　　　　相互協力協定を結んでいるので学生証（教職員は身分証明）を持参すれば、簡単な手続きで資料の閲覧と貸出ができます。

岡山大学附属図書館（中央図書館） 岡山大学附属図書館（鹿田分館） 就実大学・就実短期大学図書館 中国学園図書館
住　　所 〒700-8530 岡山市北区津島中3-1-1 Tel. 住　　所 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 Tel.(086)235-7053 住　　所 〒703-8258   岡山市中区西川原1-5-22 Tel.(086)271-8135 住　　所 〒701-0197   岡山市北区庭瀬83番地 Tel.(086)293-2874

平　 日　  8:40～23:00(9:00～17:00) (086)251-7318(閲覧)

土日祝　10:00～18:00(休館) (086)251-7325(ILL)

休館日 休館日

休館日 休館日

入館時必要 入館時必要

入館手続 入館手続 入館手続 入館手続

閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧

貸　　出 貸　　出 貸　　出 貸　　出

複写料金 複写料金 複写料金 複写料金

岡山商科大学附属図書館 岡山理科大学図書館 ノートルダム清心女子大学附属図書館 岡山学院大学・岡山短期大学図書館
住　　所 〒700-8601   岡山市北区津島京町2丁目10-1 Tel.(086)256-6657 住　　所 〒700-0005   岡山市北区理大町1-1 Tel.(086)256-8481 住　　所 〒700-8516   岡山市北区伊福町2-16-9 Tel.(086)252-5260 住　　所 〒710-8511   倉敷市有城787 Tel.(086)428-2651

休館日

入館時必要

休館日 休館日 休館日

入館時必要 入館時必要 入館時必要

入館手続 入館手続 閲　　覧 入館手続

閲　　覧 閲　　覧 貸　　出 閲　　覧

貸　　出 貸　　出 複写料金 貸　　出

複写料金 複写料金 複写料金

[携帯電話版HP] http://www.lib.ous.ac.jp/index_tel.html

環太平洋大学附属図書館 山陽学園大学・山陽学園短期大学図書館 川崎医療福祉大学附属図書館 倉敷芸術科学大学図書館
住　　所 〒709-0863   岡山市東区瀬戸町観音寺721 Tel.(086)908-0206 住　　所 〒703-8501   岡山市中区平井1-14-1 Tel.(086)901-0637 住　　所 〒701-0193   倉敷市松島288 Tel.(086)464-1028 住　　所 〒712-8505   倉敷市連島町西之浦2640番地 Tel.(086)440-1181

休館日 休館日 休館日 休館日

入館時必要 入館時必要 入館時必要 入館時必要

入館手続 入館手続 入館手続 入館手続

閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧

貸　　出 貸　　出 貸　　出 貸　　出

複写料金 複写料金 複写料金 複写料金

開館時間

入館時必要
当日限り：身分を証明するもの（学生証、運転免許証等）
館外貸出を希望する場合（平日9:00～17：00にご来館ください）：
　１年間有効のLibrary Cardを作成しますのでカウンターに申し込み下さい（要住所確認）

詳しくはホームページでご確認下さい。電子ジャーナル／データベースは学外の方はご利用いただけません。

http://www.lib.okayama-u.ac.jp/shikatalib/shikatalibguide_visitor.html

所属大学の身分を証明するもの

注　　意

身分を証明するもの(学生証,運転免許証等)

学生証･教職員証等

2階カウンターで利用願に記入(初回のみ平日の16:30までに入館)

(  )は休業期間

夏季一斉休業日,年末年始,入試日,館内整理日

申請書に記入し、学生証等と一緒にカウンターに提示
.Library Cardをお持ちの方は、そのままお入り下さい。

自由に閲覧可（ただし、書庫内資料は資料請求票で申し込みし、翌平日の10時から）

開館時間

入館時必要

当日限り：身分を証明するもの（学生証、運転免許証等）
継続利用または館外貸し出しを希望する場合：
　１年間有効のLibrary Cardを作成しますのでカウンターに申し込み下さい（館外貸出を
希望する場合は要住所確認）

詳しくはホームページでご確認下さい。http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ 

電子ジャーナル／データベースは学外の方はご利用いただけません。

１人５冊まで、２週間（１，２，７月は貸出不可）図書のみ

1枚10円，カラー1枚50円

平　日　9:00～21:00(休業期間9:00～17:00)

土　　　10:00～17:00(8月休館)

日・祝　休館

日曜、祝日、8月の土曜日、夏季一斉休業日、年末年始、館内整理日

申請書に記入し、学生証等と一緒にカウンターに提示
.Library Cardをお持ちの方は、そのままお入り下さい。

自由に閲覧可（館内配置の冊子体資料のみ）

１人2冊まで、２週間（１，２，７月は貸出不可）図書のみ

1枚10円，カラー1枚50円

注　　意

開館時間

平   日   9:00～20:45   (休業期間中 9:00～17:00)

開館時間

土曜日   9:30～16:45   (休業期間中 閉館)

日曜日   9:30～16:45   (4月及び休業期間中 閉館)

平   日   9:00～19:00

注　　意
開館時間は http://www.lib.ous.ac.jp を参照

2,3,4F閲覧室で自由に閲覧できる(書庫内資料も閲覧可) 

1人3冊まで,2週間(雑誌不可) 

1枚10円   カラー1枚30円 

注　　意
貸出時間は､ 平   日   8:30～17:30

                  土曜日   8:30～12:40

自由に閲覧可

開館時間
平   日   8:30～20:30

土曜日   8:30～12:40 

日曜日,祝日,その他 

自由に閲覧可

1人30冊まで,2週間(定期試験前より10冊)雑誌不可

1人5冊まで,2週間(雑誌は貸出不可)

1枚10円   カラー1枚50円

1枚20円

日曜日,祝日,その他

注　　意
初日は17:00までにお越しください｡

全て開架,自由に閲覧可

1人7冊まで2週間(雑誌は貸出不可)

1枚10円,カラー1枚30円

土曜日,日曜日,祝日,創立記念日,その他

身分を証明するもの(学生証,運転免許証等)

カウンターにて受付

身分証明(学生証,運転免許証等顔写真のあるもの)

カウンターで受付

2階サービスカウンターで資料閲覧願に記入

開館時間

平　日  8:30～19:30(4月～7月) *休業中は 8:30～17:00

開館時間

    　 　 8:30～19:00(9月～2月)    〃

平   日   9:00～21:00

土曜日 8:30～17:00        *休業期間中は閉館

土曜日   9:00～17:00

注　　意
詳しくは http://www.shujitsu.ac.jp/library/index.html を参照

全資料閲覧可(特殊資料の場合は前もってご連絡下さい)

5冊以内,2週間(学術雑誌は貸出不可)

1枚10円   カラー1枚50円

日曜日,国民の祝日,大学の行事日等

1人5冊まで,2週間　＊雑誌等貸出不可の資料あり

1枚10円,カラー1枚50円

日曜日,祝日,創立記念日(6/1),年末年始

土曜日,日曜日,祝日,その他

身分を証明するもの(学生証,教職員証等)

カウンターにて利用申請書記入

一部資料を除き、自由に閲覧可

岡山県大学図書館協議会相互協力協定参加図書館利用案内　2018年度

開館時間

月･火･木･金曜日   8:50～19:00

平   日   9:00～20:00

(補講･試験期間･長期休暇期間は17:00まで)

土曜日   9:00～16:00　　＊休業期間は短縮

水曜日   8:50～17:00

身分証明(学生証,運転免許証等顔写真のあるもの) 

2階カウンターで入館ノートに記入

岡山理科大学図書館ホームページからも岡山県大学図書館協議会相互協力参加図書館利用案内を見ることができます。http://www.lib.ous.ac.jp/u_libs.html

注　　意
夏期･冬期休暇中はお問い合わせ下さい

日曜日,祝日,月末整理日,その他

4月の日曜日,祝日,その他

すべて開架

1人3冊まで,2週間

1枚10円   カラー1枚50円

日曜日,祝日,休業日,本学行事日

身分を証明するもの(生徒手帳,運転免許証等)

①サービスカウンターで受付。「入館受付票」に記入。
②年度内の継続的な利用または貸出を希望される場合は,
LIBRARY CARDを発行します。＊受付時間：平日 9:00～16:00

①利用資格の確認を, 年度毎にさせていただきます。年度が替わって初めて来館される場合は, 平日
17:00・土曜日15:00までに入館してください。
②本学蔵書検索以外のパソコン利用, 視聴覚資料の利用、データベースの利用はできません。
③所在が研究所の資料は,事前に問い合わせが必要です。
④詳細は, 図書館HP(http://lib.ndsu.ac.jp/)を,ご覧いただくか, 上記の電話に平日の9:00～16:00にお問
い合わせください。

初来館時､本学本館受付で受付手続きをして下さい

カウンターで登録

開館時間

開館時間

平   日   9:00～17:30

平   日   8:30～19:45   (休暇期間中   8:30～17:00)

土曜日   9:00～13:10 (隔週午後０時)

土曜日   8:30～16:45   (休暇期間中   8:30～12:30)

注　　意
高等学校生徒以上

開館時間

入館手続

注　　意

自由に閲覧可

図書のみ3冊,2週間

1枚30円,カラー1枚50円

1枚10円

注　　意
初回のみ16:30までに入館して下さい

土曜日,日曜日,祝日,その他(通信制ｽｸｰﾘﾝｸﾞ日は除く)

身分を証明するもの(学生証,運転免許証等)

カウンターにて

開館時間
平         日   9:00～19:00   (休業期間中   9:00～17:00)

ｽｸｰﾘﾝｸﾞ日 　9:00～16:30

身分を証明するもの(学生証,教職員証等)（注）運転免許証,パスポート不可

その他詳細については､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.kusa.ac.jp/lib/)をご覧ください｡

開架資料は自由に閲覧可｡閉架書庫の資料は､利用希望の際に図書館員が出納します｡

1人5冊まで,2週間(雑誌不可)

1枚10円   カラー1枚50円

注　　意
学外者の土曜日の複写時間は午後3時30分で終了します｡

注　　意
長期休暇中はお問い合わせください｡

詳しくは http://ipu-japan.ac.jp/library/ を参照

全資料閲覧できます

5冊まで,14日以内(雑誌は貸出不可)

I 貸出可能館 



くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学附属図書館 吉備国際大学・吉備国際大学短期大学部附属図書館 津山工業高等専門学校図書館
住　　所 〒710-0292   倉敷市玉島長尾3515 Tel.(086)523-0826 住　　所 〒716-8508   高梁市伊賀町8 Tel.(0866)22-7871 住　　所 〒708-8509   津山市沼624-1 Tel.(0868)24-8213

休館日 休館日 休館日

入館時必要 入館時必要 入館時必要

入館手続 入館手続 入館手続

閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧

貸　　出 貸　　出 貸　　出

複写料金 複写料金 複写料金

美作大学・美作大学短期大学部附属図書館 岡山県立大学附属図書館 川崎医科大学附属図書館 川崎医療短期大学附属図書館
住　　所 〒708-8511   津山市北園町50 Tel.(0868)25-0677 住　　所 〒719-1197   総社市窪木111 Tel.(0866)94-2008 住　　所 〒701-0192   倉敷市松島577 Tel.(086)464-1158 住　　所 〒701-0194   倉敷市松島316 Tel.(086)464-1051

休館日 休館日 休館日 休館日

入館時必要 入館時必要 入館時必要 入館時必要

入館手続 入館手続 入館手続 入館手続

閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧 閲　　覧

貸　　出 貸　　出 貸　　出 貸　　出

複写料金 複写料金 複写料金 複写料金

倉敷市立短期大学付属図書館 新見公立大学・短期大学附属図書館
住　　所 〒711-0937   倉敷市児島稗田町160 Tel.(086)473-1794 住　　所 〒718-8585   新見市西方1263-2 Tel.(0867)72-0664

休館日 休館日

入館時必要 入館時必要

入館手続 入館手続

閲　　覧 閲　　覧

貸　　出 貸　　出

複写料金 複写料金

注　　意
平日18:00以降と土曜日は部分開館になります｡

注　　意
ご来館の際には､必ずｶｳﾝﾀｰへお寄りください｡

1人5冊まで,14日以内(雑誌等一部資料は貸出不可)

1枚20円

カウンターにて図書館利用申込書に記入し､入館許可証を受ける

平   日   8:30～20:00   (休暇期間中   8:30～17:00)

土曜日   9:00～17:00   (休暇期間中は閉館)

土日も開館しています。

注　　意
開館日・開館時間等は http://www.kurashiki-
cu.ac.jp/~lib/ をご覧ください。

全資料閲覧可

開館時間

注　　意

身分を証明するもの(学生証･教職員証等)

不可

利用券を忘れた ，延滞中の資料がある場合等は，貸出・視聴覚の利用不
可。延滞日数分貸出・施設利用不可。利用券の有効期限は登録年度末。更
新は身分証明書・印鑑・前年度利用券が必要。

注　　意
利用できる時間は　平　 日　8：30～17：00

注　　意

祝日,年末年始,その他

全て開架,自由に閲覧できます

5冊以内,15日

1枚10円

土曜日,日曜日,祝日,その他

カウンターで受付

利用できる時間は   平   日   9:00～16:30

http://lib.jei.ac.jp/kiui/ を参照

　　　　　　　　　　　　土曜日　8：30～12：30

日曜日,祝日,その他

図書館を使おう!!

身分を証明するもの(学生証,教職員証等)

初回のみ平日17:30までにご来館ください｡

蔵書検索 http://www.lib.niimi-c.ac.jp/Library/index.aspx

全資料閲覧可

1枚10円

不可

　　　　　　　　　　　　　土曜日　 9:00～12:00

日曜日,祝日,創立記念日(6/1),その他

身分証明(学生証,運転免許証等顔写真のあるもの)

身分を証明するもの(学生証,教職員証等)

全て開架,自由に閲覧可(文庫の利用はお尋ね下さい)

全資料閲覧可 可

1人5冊まで,2週間(雑誌は貸出不可)

/shisetsu/tosho.htm でご確認下さい｡

開館時間 開館時間

できるだけ平日17:00までに利用して下さい

平   日   8:30～19:45   (休暇期間中   8:30～17:00)

カウンターにて上記のものを提示

カウンターで来館者名簿に記入,入館証をつける カウンターで利用申込書に記入

土曜日   8:30～15:30   (休暇期間中   8:30～12:30)

未対応

          14号館   9:20～20:00　          14号館   9:20～14:30

土曜日   8:30～17:00  

特になし｡但し貸出のため利用者ｶｰﾄﾞの発行を申請する際には身分証明証が必要｡

注　　意
詳しくは http://www.lib.oka-pu.ac.jp/ を参照

注　　意

(学生休業期間中 平日9:30～17:00,土曜日は休館)

全資料閲覧可

自由に閲覧可

1人5冊まで,   2週間(雑誌は貸出不可)

1人5冊まで,2週間

1枚5円

開館時間

平   日   9:00～21:30   (休業期間中は9:00～17:00)

平   日    8:30～21:00   (休業期間中は8:30～17:00)

土曜日   9:00～17:00   (休業期間中は休館)

土曜日   13:00～17:00  (休業期間中は閉館)

日曜日,祝日,その他

日曜日,祝日,創立記念日(6/1),その他

開館時間
平   日   9:30～18:15

（休業期間中の開館時間については下記ホームページでご確認ください。）

日曜日,祝日,開学記念日(5/29),年末年始(12/28～1/4),その他

日曜日,祝日,休業期間中の土曜日,その他

開館時間

身分を証明するもの(学生証･運転免許証等)

入館には､特に手続きは必要ありません｡

カウンターで受付

入館には､特に手続きは必要ありませんが,貸出のための利用者ｶｰﾄﾞ申請時に身分を
証明するものが必要です｡

学外利用者：10:00～18:00　

開館時間,休館日は http://www.tsuyama-ct.ac.jp/honkou

開館時間

1枚10円

白黒1枚10円  カラーA3･B41枚100円  A4･B51枚50円

開館時間

　　　   　2号館   9:20～20:00　            2号館   9:20～17:00

1人5冊まで,2週間

1枚10円,カラー1枚50円

身分を証明するもの(学生証･運転免許証等)

1階カウンターで身分を証明するものを提示

平日    10号館   9:00～20:00　土曜日 10号館   9:00～14:30

平   日   8:30～20:00  

注　　意

自由に閲覧可(一部楽譜は申請が必要）

図書10冊1ヶ月間(延長1回),楽譜5点1週間(延長1回)

1枚10円（モノクロ）, 40円カラー (著作権の範囲内のみ可)

土曜日,日曜日,祝日,創立記念日(5/2),GW,お盆,年末年始,その他(http://lib.ksu.ac.jp/

に掲載)

初回：身分証明書(学生証,教職員証)と印鑑。次回～「利用券」

カウンターで「閲覧願」を記入（印鑑と身分証明書の提示）

開館時間
平   日   9:30～19:00 (学生長期休暇期間中 9:30～18:00)

(貸出・視聴受付は閉館20分前まで)

II 貸出不可館 

【岡山理科大学図書館に本がない時】 

 
1. 学生希望図書として購入できます。 

2. 近くの図書館で借りることができます。 

3. コピーをとりよせることができます。 

4. 国立国会図書館を始め、遠くの図書館からも借 

  りることができます。 

 

 あなたが学習や研究をする時、必要な情報を提 

 供 すること、それが図書館の仕事です。 

 遠慮せずにカウンターまで相談してください。 

  他大学図書館を利用する人への注意 
 
1. この表には岡山県大学図書館協議会の相互協力協定に参加 

   している大学・短期大学・高等専門学校図書館の利用案内 

   です。参加校に所属している学生・教職員の方は記載され 

   ている形で各図書館を利用できます。 

2. 貸出可能館と閲覧だけの館がありますので、相互協力協定 

   参加館を利用する場合は、この利用案内をよく読んで行っ 

   て下さい。他館の迷惑にならないよう、利用館の指示に従 

   って行動して下さい。大学生らしく例語と節度を守りまし 

   ょう。 

3. ここに書いてあることは、目安です。特に学生休暇中（大 

  学によって異なる）は、閉館時間が変更になっていること 

  が多いです。図書館に行く前に開閉館を確認して下さい。 

4. 決まった時間以外はアルバイトで運用している図書館も多 

   くあります。また、雑誌なども図書館以外に所属している 

   場合があります。電話などで相手の都合を確認しておきま 

   しょう。 

5. 相互協力協定参加館以外の図書館をりようしたい場合は、 

   必ずカウンターで相談して下さい。 


