
岩手大学図書館は岩手大学の教育研究推進施設の一つです。
国内外の図書、雑誌、新聞、DVD等の視聴覚資料、また近年では電子書
籍、電子ジャーナル等、様々な形で発信される学術情報を収集・保存し、
利用者に提供することで大学における学修と研究を支援しています。
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最初に図書館の利用について、ご紹介します。
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岩手大学図書館は、キャンパスのおよそ真ん中あたり、中央学生食堂の
隣に位置しています。

正門から入ってまっすぐ進むと、右手側の桜並木の終わりに、図書館の
正面玄関が見えます。
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なお、入学試験や設備保守などのため、休館または開館時間を変更する
場合がありますので、図書館カレンダーを確認してください。

図書館カレンダーは館内に掲示してあるほか、図書館のホームページに
も掲載しています。
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図書館には、議論や発表を通じてグループ学修を行うための‘会話がで
きる’エリアも設けられています。
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この他、貸出図書の返却期限延長、貸出中の図書への予約サービスが
あります。

貸出図書は返却期限を守って利用してください。返却期限を過ぎると、新
たな貸出はできません。
さらに、過ぎた日数分の貸出ができなくなります。（最長１ヶ月）
（例）返却期限4/1の本を、返却期限から10日後の4/11に返却した場合

貸出停止期間 4/11-4/20（10日間）
貸出停止解除 4/21

また、貸出図書を紛失した場合は弁償手続きが必要になりますので注意
してください。
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図書館が閉館しているときでも、利用者の方が本を返却できるよう、ブッ
クポストが設置されています。

設置場所は図書館正面玄関前です。投函口から本を入れて返却してくだ
さい。
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次に、館内の様子、どこに何があるかについて紹介します。
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岩手大学図書館は、5Ｆ建ての建物を放送大学岩手学習センターと共同
で使用しています。
1Ｆは放送大学と共有の休憩スペース、岩手大学図書館の事務室と・その
他の附属施設のフロアです。
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図書館事務室の受付カウンターでは 臨時入館証の発行、岩手大学図
書館にない図書の他機関からの貸借・コピーの取寄せサービス、アザリ
アギャラリー等附属施設の利用申し込みを受け付けます。
受付時間は平日9：00～18：00まで、土日はお休みです。
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カフェコーナーは放送大学と共有の食事・休憩のためのスペースです。

2階の入館ゲートを通過すると、その先のスペースでは食べ物を食べるこ
とはできませんので、食事・休憩にはこちらを利用してください。
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アザリアギャラリーは美術作品等の展示スペースです。

授業やサークル活動での作品の展示会、図書館や岩手大学ミュージア
ムが所蔵する資料の展示会等を行っています。

学生団体も利用可能です。利用希望の方は受付カウンターへ申し込んで
ください。
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電動書庫は、図書や新聞を収容する可動式書庫です。

岩手大学の前身である盛岡師範学校、盛岡高等農林学校で使用されて
いた図書や昭和46年まで各学部にあった図書分室で使用されていた図
書などがあります。

岩手大学の学生・教職員は書庫に入ることができますので、利用を希望
する場合は２階サービスカウンターで手続きを行ってください。

盛岡師範学校、盛岡高等農林学校蔵書をはじめとして、調査中、または
未整理のため貸出できない資料がありますのでご注意ください。
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学修のためのスペースとしては主に2Ｆ～4Ｆを使用しています。
図書館を利用する時は正面玄関入ってすぐ階段を2Ｆへ上がってください。
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階段を上ると入館ゲートがあります。

図書館への入館には学生証が必要です。入館ゲートに学生証を読み込
ませ、入館してください。

学生証を忘れた場合は、１階の受付カウンターで臨時入館証の貸出を申
請してください。
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入館ゲートの隣には退館ゲートがあります。
退館の際は退館ゲートから退館してください。

貸出手続きをしない資料を持ち出そうとすると警告のメッセージが流れま
す。

ただし、スマートフォンや楽器など、金属類に対して誤作動してしまう場合
もありますので、職員の確認にご協力をお願いします。
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2Ｆは外国語の開架図書、参考図書、新聞、雑誌のフロアです。
サービスカウンターやパソコンルームも2Ｆにあります。
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サービスカウンターでは図書の貸出、返却、資料についての問い合わせ
の受付、書庫や個室などの館内の設備、パソコンやプロジェクターなどの
機器類の貸出を行っています。
わからないことがあればサービスカウンターに問い合わせてください。
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サービスカウンターの隣には自分で図書の貸出・返却・貸出延長の手続
きを行うことができる自動貸出・返却機があります。ディスプレイの指示に
従って手続きを行ってください。
なお、図書の貸出・貸出延長には学生証が必要です。

自動貸出・返却機で返却した資料は、職員が書架に戻しますので、自分
で書架に戻さず、サービスカウンター上にある「返却図書置き場」に置い
てください。

付録付きの資料や延滞した資料などについては、自動貸出・返却機では
手続きできません。
サービスカウンターで手続きを行ってください。
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図書館の資料をコピーするためのコイン式コピー機を設置しています。
（モノクロ¥10、カラー¥40）

図書館の資料をコピーする場合は著作権法に基づき「調査研究を目的と
する場合に限り」「著作物の一部分を」「1人につき1部まで」『複写申込書
を提出の上で』資料をコピーすることができます。

講義ノートなど、図書館所蔵の資料ではないものはコピーできません。
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2Ｆ窓際の新聞コーナｰには地方紙、全国紙、産業経済紙、英字新聞、大
学新聞や政党紙があります。

なお、新聞コーナーにある新聞は当日発行の新聞、または図書館が所蔵
する最新のものです。
過去の新聞を利用する場合はサービスカウンターに申し出てください。
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植村文庫には植村定治郎第4代岩手大学学長の著作や、植村学長が専
門とされていた農学・微生物学の資料があります。
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桐の木文庫には、岩手大学の前身である盛岡師範学校や盛岡高等農林
学校、岩手大学に関する資料や在籍された先生方や卒業生など、関係
者の著作があります。
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自然災害関連資料コーナーには、東日本大震災をはじめとする、地震、
津波などの自然災害に関連する図書や雑誌、パンフレットや報告書があ
ります。
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宮沢賢治資料コーナーには、岩手大学の前身校である盛岡高等農林学
校の卒業生、詩人・童話作家として著名な宮澤賢治の著作や、関連資料
があります。
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岩手県関係資料コーナーには、岩手県に関する郷土資料などが配架さ
れています。
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国際交流コーナーには留学生向けの日本語、日本の文化、制度につい
ての図書や英語、その他の外国語の学修用テキスト、辞書などがありま
す。（留学生でない方も利用できます。）
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教科書コーナーには小・中・高校で使用されている各教科の教科書や指
導書があります。
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雑誌コーナーには一般誌、学術雑誌、岩手大学の発行物や、他大学や
研究機関、地方自治体の研究紀要、報告書等があります。BOXを開くと
バックナンバーが保管されています。

さらに古い雑誌は別の場所（積層書庫）で保管していますので、利用を希
望する場合はサービスカウンターに申し出てください。

雑誌は、タイトルのアルファベット順に並んでいます。図のピンクの丸で囲
んでいる「文学界」という雑誌を例に挙げると、
「文学界」 → Bungakukai → B
のように変換すれば、並んでいる場所を探すことができます。

また、図書館では紙の図書、雑誌の他に電子ブックや電子ジャーナルを
購入しています。電子ブックや電子ジャーナルを利用するときは、図書館
のホームページから利用できます。
※雑誌の探し方や電子ジャーナルの詳細については、「資料探索編」のPDFをご覧ください。
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2階中央の書架には外国語の開架図書、辞書等の参考図書があります。

参考図書は貸出できませんので、館内で利用してください。
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学修支援室（ラーニング・サポート・ルーム）は先生方がみなさんの「学
び」についての相談に応じ、個人の課題や能力に合わせて指導してくれ
るコーナーです。（相談例「授業についていけない・・」等）

平日15時～18時に、担当の先生方が交代でいらっしゃいますので、学修
についての相談がある方はぜひ利用してください。
土・日、夏、冬、春の長期休暇中はお休みです。

詳細は、学修支援室ホームページ（http://uec.iwate-
u.ac.jp/lsr/web/index.html）をご確認ください。
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学修支援図書は大学生の学修方法の学びの助けになる図書を集めた
コーナーで、貸出可能です。

コースリザーブ図書は、シラバスで教科書、参考文献に指定された図書
のうち、教員から希望があったものを配架しています。（貸出禁止）
それ以外の教科書・参考文献は、開架などに配架されています。
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英語多読リーダーズには英語力向上を目的とした「多読」用図書がありま
す。
貸出は一度に5冊まで、貸出期間は2週間です。
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新着図書のコーナーには、図書館に新しく入った図書が２週間～１ヶ月程
の間、配架されています。

新着図書には、先生方が学生のみなさんのために推薦してくださった図
書の他、寄贈された図書なども含まれています。

34



2018年度に発足した学生同好会「ブックコミュニケーション」による展示
コーナーには、同好会メンバーが選んだお薦めの本が紹介されています。
貸し出しもできますので、是非読んでみてください。
また興味のある方は同好会の活動にも参加してみてください。
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教養教育科目の中に「図書館への招待」という講義があります。

「図書館の種類やさまざまな利用の仕方、情報探索の仕方などを修得し、
それらを通して図書館の機能と役割を認識し、図書館とは何かを考えて
みる機会をもつこと」を目的とした講義ですが、この「図書館への招待」の
受講生により選書された図書についても、例年２月～４月頃にかけて展
示されています。
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積層書庫は、学術雑誌や研究紀要を収容している書庫です。
1～2層には日本語の学術雑誌や研究紀要、3～5層には外国語の学術
雑誌や研究紀要が誌名のアルファベット順に配架されています。

岩手大学の学生・教職員は書庫に入ることができますので、利用を希望
する場合はサービスカウンターで手続きを行ってください。

積層書庫の資料は貸出できません。館内で利用するか、必要な部分をコ
ピーして利用してください。

【配架場所】
５層 洋雑誌 O～Z、ロシア語雑誌
４層 洋雑誌 I～N
３層 洋雑誌 A～H
２層 和雑誌 M～Z
１層 和雑誌 A～L
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マルチメディア情報閲覧室は岩手大学の学生・教職員のためのパソコン
ルームです。パソコンは45台、図書館の開館時間中はどの学部の学生も
自由に利用できます。

なお、構内にはマルチメディア情報閲覧室を含め何か所かパソコンルー
ムがありますが、構内のパソコンルームを初めて利用する場合はIDとパ
スワードの作成が必要です。

ＩＤ・パスワード登録用のパソコンがありますので、作成がまだの方は作成
してください。

室内は土足厳禁です。入り口前の廊下に靴箱がありますので、スリッパ
に履き替えてください。

また、マルチメディア情報閲覧室のプリンターの利用には岩手大学生協
Members’cardが必要です。
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こちらは一般利用者向けのインターネットコーナーですが、マルチメディア
情報閲覧室が満席の場合は、学生の皆さんも利用できますのでサービス
カウンターにお申出ください。
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3Fはグループ学修エリアと日本語の開架図書のフロアです。
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グループ学修エリアは議論や発表を通じてグループ学修を行うための
‘会話ができる’エリアです。

利用目的に合わせて座席（可動式）やホワイトボードを自由に利用できま
す。
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3階書架には日本語の開架図書があります。

図書は日本十進分類法をもとに、分野別に分類・配架してあります。背表紙に貼っ
てあるラベルの、一番上の段に分類を表す数字があり、一番左側が大分類（一番
ざっくりと分けたときのジャンル）です。（資料探索編P11参照）分類表と書架の掲示
を参考にして利用してください。

【日本十進分類法 大分類】
０ 総記（図書館、百科事典等）
１ 哲学（哲学、心理学、倫理学、宗教）
２ 歴史（歴史、伝記、地理）
３ 社会科学（政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防）
４ 自然科学（数学、理学、医学）
５ 技術（工学、工業、家政学）
６ 産業（農林水産業、商業、運輸、通信）
７ 芸術（美術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）
８ 言語
９ 文学
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岩手大学図書館が所蔵する図書や雑誌はホームページのOPACで検索
できます。

館内で資料を検索する時はOPACコーナーを利用してください。
OPACは個人のスマートフォンやパソコン、また大学外からも利用できま
す。
※使い方の詳細については「資料探索編」のPDFをご覧ください。
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館内には静かに学修するための閲覧席があります。
会話ができるエリアと目的に応じて使い分けてください。
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4Fはグループ演習・閲覧室のフロアです。
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グループ閲覧室は会議室タイプのグループ学修用個室です。
4名以上でのグループ学修に利用できます。
利用を希望する方はサービスカウンターへ申し込んでください。
利用日時の予約もできます。
（グループ閲覧室は２つあります。）
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グループ演習室は講義室タイプの個室です。
10名以上でのグループ学修や講義に利用できます。
ＴＶ、ビデオ、プロジェクター等があります。
利用を希望する方はサービスカウンターへ申し込んでください。
利用日時の予約もできます。
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5Fは資料室のフロアです。通常は公開していない貴重な資料を保管して
います。
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資料室1は岩手大学の前身校である盛岡高等農林学校で教材として使
用されていた掛図、図版を収蔵しています。

牛、馬等の家畜や果物等の農産物、家畜や農産物の病気の症状等が描
かれた図版が多く残されています。
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資料室2は漢籍、和装本を収蔵する資料室です。

地元の郷土史家、宮崎求馬氏旧蔵の「宮崎文庫」など、江戸～明治時代
にかけて出版された漢籍、和装本を保存しています。（歴史、思想、文学
など多数）

人文社会科学部や大学院に在籍する皆さんの先輩方に手伝ってもらって
整理をすすめています。
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資料室3では主に古文書を収蔵する資料室です。

現在の岩手県下閉伊郡岩泉町で鉱山師（やまし）を務めた中村家に伝来
した「岩泉中村家文書」等、江戸～明治時代の製鉄、農林水産業等につ
いての古文書を保存しています。

通常、資料室の資料は非公開ですが、学内外での展示会等で公開する
こともあります。
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このスライドからは館内でのサービスについてお話しします。

52



館内では無線LANを利用できます。
詳しい利用方法については、情報基盤センターホームページ
（https://isic.iwate-u.ac.jp/）の「利用案内」から確認できます。
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「利用案内」→「ネットワーク」→「学内無線LANへの接続方法」から利用
方法を確認してください。

図書館以外の、無線LAN利用可能な建物もこちらから確認できます。
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図書館ではタブレットやプロジェクターなどの貸出を行っています。
利用を希望の方はサービスカウンターへ申し込んでください。
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このスライドからは利用上の注意についてお話しします。
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館内の座席は会話を伴うグループ学修のための「会話ができるエリア」と
静かに学習するための「閲覧席」に分かれています。

学修の目的に合わせて利用してください。
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軽食・休憩の際は1階カフェコーナーを利用してください。
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ゲート内ではペットボトル、水筒、タンブラーなどの密閉容器に入った飲み
物を飲む事ができます。

（中身がこぼれやすい缶、紙パック、紙コップなどの飲み物は持込み禁止
です。）

なお、マルチメディア情報閲覧室・インターネットコーナーは飲食とも全面
禁止ですので注意してください。
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